
平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 公文書館地下1階機械室給気ファン整備委託にかかる経費の支出について
226,800

総務局 公文書館 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
123,120

総務局 公文書館 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（１月分）
6,480

総務局 公文書館 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（１月分）
4,885

総務局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（12月分）
37,116

総務局 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第58回）
19,180

総務局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 （一般事務用）特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に係る都道府県・指定都市職員向け説明会の開催に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　固定電話（ＫＤＤI）料金の支出について（12月分）
17

総務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 一般事務用　大阪市戦後７０年記念事業シンボルマーク予備審査の開催にかかる経費の支出について
32,950

総務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎窓拭きゴンドラワイヤーロープその他修繕にかかる経費の支出について
1,944,000

総務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成27年３月分）
131,000

総務局 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会　第２回連絡会議等の出席に係る出張旅費の支出について
57,320

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
655,510

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　青本要請活動の経過報告等に係る出張旅費の支出について
29,260

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　全国市長会　理事・評議員合同会議の出席に係る出張旅費の支出について
28,840

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,795

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
246

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,349

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（１月分）
6,720

総務局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（１月分）
11,302,243

総務局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（1月分）
320,967

総務局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（1月分）
13,155

総務局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 特別参与による指導・助言に係る報酬（平成２７年１月分）について（ICT活用推進用）
17,460

総務局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（1月分）
2,296,758

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
57,251

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
267,553

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用　特別参与の報酬の支出について（平成27年１月分）
139,680

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第61回）
95,060

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第60回）
95,060

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 庁舎管理事務用　有識者相談にかかる経費の支出について
71,000

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第61回）
840

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第60回）
840

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会シンポジウムの出席に係る出張旅費の支出について
29,220

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分及び平成２６年１０月追加支給分）
17,424

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
91,325

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
22,999

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館１月分）
5,130

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第59回）
16,782

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
22,634

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（１月分）
231,613

総務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
56,894

総務局 行政課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（12月１日～12月31日使用分）
6,231

総務局 行政課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（12月分）
16,350

総務局 行政課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（12月１日～12月31日使用分）
1,407

総務局 行政課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（26年12月号）の購入に係る経費の支出について
1,255
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総務局 行政課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（１２月分）
237,616

総務局 行政課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第５回法規問題研究会の実施及び同経費の支出について（１月22日分）
34,200

総務局 行政課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２６年１２月分）
378

総務局 行政課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（１２月分）
327,612

総務局 行政課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第226回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
118,825

総務局 行政課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に係る都道府県・指定都市職員向け説明会への参加に係る出張旅費の支出について
29,620

総務局 行政課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第225回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第227回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
95,060

総務局 行政課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 平成26年度第２回五大都市情報公開等研究会への参加に係る出張旅費の支出について
18,360

総務局 行政課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録買入にかかる経費の支出について（第5回中間払い）
6,851

総務局 行政課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
162,000

総務局 行政課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
6,500

総務局 行政課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
21,000

総務局 行政課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
180,000

総務局 行政課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（１月分）
279,000

総務局 行政課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成27年１月分）
7,560

総務局 行政課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 文書管理事務用第７回大阪市公文書管理委員会の開催及び同経費の支出について（平成27年１月29日開催分）
166,355

総務局 行政課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 文書管理事務用第７回大阪市公文書管理委員会の開催及び同経費の支出について（平成27年１月29日開催分）
7,460

総務局 行政課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第164号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務委託にかかる経費の支出について（第3回中間払い）
1,793,571

総務局 行政課 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
216,000

総務局 行政課 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
4,750

総務局 行政課 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用弁護士報酬及び郵券代金等（立替実費）の支出について
3,380

総務局 行政課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,029

総務局 行政課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（１月分）
1,286,186

総務局 行政課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（1月分）
12,096

総務局 行政課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（１月分）
155,282

総務局 行政課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る経費の支出について（１月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（1月分）
49,766

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
10,496

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（１月分）
1,190

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（１月分）
799

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　備品修繕料 文書交換所事務用書類搬送設備の修繕に係る経費の支出について
81,000

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（１月分）
16,350

総務局 行政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 文書管理事務用第７回大阪市公文書管理委員会会議録作成に係る経費の支出について
19,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）１２月分
3,761,799

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
12,204

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
2,106

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
3,240

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
39,906

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
729

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
729

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１２月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（一般事務用）（１０月～１２月分）
13,527

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金 「大阪市中央情報処理センター運用業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議における報償金の支出について（一般事務用）
33,690
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）電話設備増設業務にかかる経費の支出について（一般事務用）
81,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（１月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（１月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
8,835

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
2,815,885

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
12,204

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
3,240

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
184,356

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
17,010

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）入退館（生体認証）管理装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
410,400

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
2,430

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１月分）
2,826,811

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴを活用した業務改善用　タブレット端末使用料の支出について（1月分）
46,681

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
3,449,736

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
4,064,688

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理）（１月分）
17,671,415

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
3,304,476

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
4,405,374

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（１月分）
23,658,480

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
2,112,264
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１月分）
550,983

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
1,219,644

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
944,136

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
603,504

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（１月分）
275,493

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
301,752

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
609,822

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
472,068

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 照明用リレースイッチほか１１点にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
170,089

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）１月分
3,762,826

総務局 ＩＴ統括課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（１月分）
7,527

総務局 監察課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務の委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
162,000

総務局 監察課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（１月開催分）
356,475

総務局 監察課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
2,856

総務局 監察課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（１月分）
33,833

総務局 監察課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
240

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所１２月分）
27,343

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１２月分）
3,815

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１２月分）
33,200

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１２月分）
11,575

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１２月分）
1,187

市民局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（１月分）の支出について
3,281

市民局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・1月分）の支出について
14,948

市民局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・1月分）の支出について
9,692

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（１２月分）
2,183

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（１２月分）
2,445

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市天王寺サービスカウンター事務用モノクロレーザープリンタの購入及び同経費の支出について(完成払・大阪市サービスカウンター事務用）
14,310

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第1回納入分）
1,295,190

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第1回納入分）
2,383,290

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍先例全集外２点買入及び同経費の支出について（第３回中間払・住民情報担当事務用）
2,268,000

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
21,403

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第1回納入分）
480,870

市民局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
2,147

市民局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（１月分）の支出について
17,308

市民局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（１２月分）
110,700

市民局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（１１月分）
9,360

市民局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
486

市民局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年1月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成27年1月分1回目）
1,728

市民局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年1月分1回目）
28

市民局 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（１２月分）
9,711,640

市民局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 出生届ほか56点(北区役所ほか36箇所）印刷の実施及び同経費の支出について（完成払・住民情報担当事務用）
1,360,800

市民局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
933

市民局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
540

市民局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
54

市民局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（１２月分）
93

市民局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・１月分）の支出について
30,096

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要追録（５１９号～５２０号）の購入にかかる経費の支出について
4,526
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市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（１月分）
180,826

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入にかかる経費の支出について（１月分）
26,892

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
36,666

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（１月分）
22,334

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（１月分）
27,455

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（１月分）
119,432

市民局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（１月分）
42,262

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（１２月分）
9,332

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧外4点買入及び同経費の支出について（第３回中間払・住民情報担当事務用）
1,684,152

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１月分）
29,268

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（１月分）
856,380

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
4,257,714

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
398,520

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
300,240

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用メインサーバ及びクライアント一式の借入（再リース）について（１月分）
13,392

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（１月分）
62,208

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
12,459

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
552,232

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住民基本台帳ネットワークシステムにかかる新住民基本台帳事務システムへの接続等対応業務委託にかかる経費の支出について
6,535,620

市民局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住民基本台帳等事務システム再構築にかかる現行システムからのデータ移行業務委託にかかる経費の支出について
11,450,052

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,725

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,489

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,701

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
284

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,364

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
866

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
13,750

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
304

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,000

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,940

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
700

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
164

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
82

市民局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（１月分）
110,700

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
6,236

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
5,862

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
7,820

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
27,797

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１月分）
23,617

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２７年１月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置等借入にかかる経費の支出について（1月分）
208,116

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（1月分）
81,000
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市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（１月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（２月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（１月分）
5,504

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（２月分）
365,904

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・1月分）の支出について
909

市民局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・1月分）の支出について
305

市民局 消費者センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員12月分1部）
920

市民局 消費者センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成26年12月分）
22,210

市民局 消費者センター 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員12月分2部）
1,880

市民局 消費者センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１２月１部）
1,200

市民局 消費者センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１２月１部）
17,262

市民局 消費者センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
14,100

市民局 消費者センター 平成27年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 消費者行政活性化用市内出張交通費等の支出について（職員１２月２部）
3,640

市民局 消費者センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月5日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る会場使用料の支出について（２月５日開催分）
3,500

市民局 消費者センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（12月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１月１５日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月10日分）
16,800

市民局 消費者センター 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑨に係る受講料の支出について
1,460

市民局 消費者センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「合意書・示談書・協定書等モデル文例集」追録（４８号）他２件購入に係る経費の支出について
11,490

市民局 消費者センター 平成27年02月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 消費者教育用人形劇シナリオ等作成業務に係る大阪市消費者センター公募型企画コンペによる事業等委託業者選定委員への報償金の支出について
30,600

市民局 消費者センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１月１６日分）に係る講師への報償金の支出について
3,500

市民局 消費者センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成26年12月分）
183

市民局 消費者センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について（1月発刊分）
2,851

市民局 消費者センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成26年12月分）
3,450

市民局 消費者センター 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門講座（北九州市）への出張経費の支出について
36,960

市民局 消費者センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月20日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月15日分）に係る講師への報償金の支出について
10,400

市民局 消費者センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（2月19日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
4,950

市民局 消費者センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼金の支出について（1月29日開催分・各種講座用）
14,200

市民局 消費者センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 平成２６年度地方消費者グループ・フォーラムｉｎ滋賀への出張旅費の支出について（一般管理用）
1,940

市民局 消費者センター 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月20日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者法ニュース」購入経費の支出について
6,800

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員1月分1部）
890

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年1月分）
139,887

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年1月分）
1,248

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年1月分）
86,284

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年1月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成26年度）（平成27年3月分）
7,613,437

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用市内等出張交通費の支出について（相談員1月分2部）
560

市民局 消費者センター 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（2月25日分）
16,800

市民局 消費者センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１月３０日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る講師への報償金の支出について（12月2日・12月6日開催分）
21,060

市民局 消費者センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月3日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（1月23日分）に係る講師への報償金の支出について
3,500

市民局 消費者センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
11,780

市民局 人権企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市人権施策推進審議会 第２回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（口座振替不能分）
18,915
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市民局 人権企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市人権施策推進審議会 第２回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（口座振替不能分）
480

市民局 人権企画課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 多文化共生施策用 多文化共生仕掛け人事業情報交換会に係る会場使用料の支出について
10,540

市民局 人権企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　筆耕翻訳料 第29回大阪市人権施策推進審議会会議録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について（人権行政推進用）
20,736

市民局 人権企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市人権施策推進審議会 第４回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
94,575

市民局 人権企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市人権施策推進審議会 第４回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
3,440

市民局 人権企画課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 個人情報保護用　企業向け連続講座個人情報セミナー（１回目）開催にかかる会場使用料の支出について
14,000

市民局 人権企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市人権施策推進審議会 第５回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
75,660

市民局 人権企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市人権施策推進審議会 第５回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
2,520

市民局 人権企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 個人情報保護用　企業向け連続講座個人情報セミナー（２回目）開催にかかる会場使用料の支出について
14,000

市民局 人権企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 第29回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
189,150

市民局 人権企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 第29回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる経費の支出について（人権行政推進用）
4,400

市民局 男女共同参画課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（11月分）
26,228

市民局 男女共同参画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 若者のためのライフデザイン支援を目的とした講演会事業の委託契約にかかる経費の支出について
840,974

市民局 男女共同参画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 第27回男女共同参画審議会の開催にかかるペットボトル飲料の支出について(15名)
1,500

市民局 男女共同参画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（12月分）
27,760

市民局 男女共同参画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（1月分・配偶者暴力相談支援用）
492

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（１２月分）
17,956

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（12月分）
63,710

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（１２月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（１２月分）
17,726

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（12月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　人権に関する作品募集事業運営業務にかかる委託料の支出について（第1回分/全2回）
3,353,400

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度「企業・事業所を対象とした人権関連研修案内」発送業務委託経費の支出について（第5回分/全5回）
324,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　点字版「大阪市人権啓発情報誌（KOKOROねっと）」製作業務にかかる委託料の支出について（第4回完納）
42,552

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　人権に関する若者と連携した参加・参画型事業にかかる委託料の支出について（テーマ：ダイバーシティ（多様性の包摂）スタディツアー）（第1回分/全2回）
135,603

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
8,224

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（１月分）
18,199

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（1月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（1月分）
4,804

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（1月請求分）
9,991

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　12月分市内等出張交通費の支出について
7,808

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　多世代の就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２６年１２月１７日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用平成26年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃借料（しごと情報ひろば天下茶屋）の支出について（6月～12月分）
3,069,927

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用平成26年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（9月～12月分）
30,240

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　11月分市内等出張交通費の支出について
11,966

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成26年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（1月分）
7,560

市民局 政策支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年12月分政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
648

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,917

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,014

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,014

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,111

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,820

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,335

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,887

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,499

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,596

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
7,372

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,335
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市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,111

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,499

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
6,111

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
7,178

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
4,753

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
3,298

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,820

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,626

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,141

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,723

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
4,559

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,335

市民局 政策支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度区民アンケート調査業務にかかる返信郵便料の支出について（１月分）
5,529

市民局 調整担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（12月分）
4,114

市民局 調整担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 点字自動読取装置にかかる点字プリンタ用紙買入にかかる支出について（2回目）
143,208

市民局 調整担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　調整担当一般事務用市内出張交通費の支出について
420

市民局 調整担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（1月分）
47,304

市民局 調整担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（1月分）
435,750

市民局 業務改革担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度外国籍住民法律相談にかかる委託料の支出について（１０～１２月分）
179,550

市民局 業務改革担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法律相談にかかる委託料の支出について（１０～１２月分）
14,842,800

市民局 業務改革担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２７年２月）における会場使用料の支出について
16,600

市民局 業務改革担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 法律相談用六法（平成２７年版）の購入経費の支出について
145,800

市民局 業務改革担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
7,878

市民局 業務改革担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（1月分）
77,000

市民局 業務改革担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（１月分）
31,752

市民局 地域活動担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２６年４月から７月分）
45,618

市民局 地域振興担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成26年10・11月分）
14,541

市民局 地域資源担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年10月15日、港区磯路地域活動協議会(1回目)）
36,910

市民局 地域資源担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月14日、東成区神路地域活動協議会(１回目)）
19,080

市民局 地域資源担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年9月8日、港区磯路地域活動協議会(リーダー)）
23,720

市民局 地域資源担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年10月31日、東成区神路地域活動協議会(リーダー)）
18,180

市民局 市民活動担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（12月分）
2,748

市民局 市民活動担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 第32回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２３回市民活動推進審議会にかかるテープ起こしについて
23,760

市民局 市民活動担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 区政推進基金・環境美化運動推進基金区役所市民協働型事業意見交換会にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 市民活動担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成27年度 市民活動推進事業・環境美化運動推進基金区役所市民協働型事業 意見交換会にかかる委員報償の支出について
80,025

市民局 市民活動担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（１月分）
9,266

市民局 市民活動担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（１月分）の支出について
10,079

市民局 地域安全担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（４～７月分）
67,774

市民局 地域安全担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪府防犯協会連合会活動補助金の支出について
3,500,000

市民局 地域安全担当 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（平成26年8月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１２月分）
29,415,150

市民局 地域安全担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（８～１０月分）
37,338

財政局 財務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成26年12月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　会社四季報（2015年１集・新春号）の買入にかかる経費の支出について
2,060

財政局 財務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　全国都道府県市町村税担当課長会議への出席にかかる支出について
29,240

財政局 財務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　深夜帰宅に係るタクシー乗車料金の支出について（1月17日使用分）
1,880

財政局 財務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
1,700

財政局 財務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験試験官派遣にかかる市内出張交通費の支出について
360
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財政局 財務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（1月分）の支出について
3,885

財政局 財務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
33,017

財政局 財務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
16,459

財政局 財務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
104,615

財政局 財務課 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
15,008

財政局 財務課 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,396

財政局 財務課 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
33,482

財政局 財務課 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,771

財政局 財源課（公債） 平成27年02月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
113,500,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月１０日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
417,300,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年２月１６日支払分利子支払手数料の支出について
421,200

財政局 財源課（公債） 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
146,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
720

財政局 財源課（公債） 平成27年02月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
759,550,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月１８日支払分利子支払手数料の支出について
729,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
322,728,786

財政局 財源課（公債） 平成27年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
32,767,118

財政局 財源課（公債） 平成27年02月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
13,355,564

財政局 財源課（公債） 平成27年02月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月１９日支払分キャップ料の支出について
5,041,095

財政局 財源課（公債） 平成27年02月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
595,681,275

財政局 財源課（公債） 平成27年02月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
23,070,476

財政局 財源課（公債） 平成27年02月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
170,850,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月２０日支払分利子支払手数料の支出について
213,300

財政局 財源課（公債） 平成27年02月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
4,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
140,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
4,171,172,111

財政局 財源課（公債） 平成27年02月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月２３日支払分利子支払手数料の支出について
161,958

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 第143回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（下水）
4,183,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
548,121,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
14,936,894

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
381,700,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
836,750,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
646,555,555

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
571,870

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,226,874

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
75,616,430

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
9,525,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
969,789

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
18,342,508

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
21,560,590

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第142回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
51,731

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月２５日支払分キャップ料の支出について
9,880,547

財政局 財源課（公債） 平成27年02月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月２５日支払分利子支払手数料の支出について
40,500

財政局 財源課（公債） 平成27年02月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
22,684,929

財政局 財源課（公債） 平成27年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第143回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年２月２６日支払分キャップ料の支出について
2,520,548
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財政局 財源課（公債） 平成27年02月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第143回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
272,741,666

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
15,573,800

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
4,493,780

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,722

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（１月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 共同発行市場公募地方債に係る元利金償還手数料および平成２６年度下半期分の利子支払手数料の支出について
5,651,236

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１８回２０年公募公債に係る新規記録手数料の支出について
494,532

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１８回２０年公募公債に係る募集受託手数料の支出について
4,320,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１８回２０年公募公債に係る引受手数料の支出について
105,300,000

財政局 財源課（公債） 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について
1,561

財政局 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（12月分）の支出について
110,593

財政局 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所事務所ひかり電話回線使用料（12月分）の支出について
24,317

財政局 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（12月分）の支出について
1,200,679

財政局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用シャープペンほか15点の買入にかかる経費の支出について
105,462

財政局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 市税事務所地下書庫引継ぎ文書移送用段ボール外1点買入に係る経費の支出について
278,397

財政局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用記録紙（ＫＣ１２）印刷経費の支出について
73,513

財政局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 船場法人市税事務所事務室設置に伴う構内交換機設定変更業務の実施及び同経費の支出について
847,800

財政局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１１月分）
17,117

財政局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 課税（所得）証明書・納税証明書交付申請書外2点印刷に係る経費の支出について
590,747

財政局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成租税編ほか１点買入に係る経費の支出について
184,750

財政局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度（4月～12月分）総務局センター出力帳票引取り仕分け搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（第３回／全３回）
1,461,780

財政局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度クレーム対応力向上講座にかかる経費の支出について
99,360

財政局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室定期清掃業務委託に係る経費の支出について（２回目）
184,680

財政局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国都市税務協議会幹事会（研修会）への出席に係る出張旅費の支出について
29,240

財政局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 公務災害認定のための資料（文書料・情報提供料・コピー料金）に対する費用の支出について
7,080

財政局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（２月分）
35,380

財政局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（１月分）
159,300

財政局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（３月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
756

財政局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
3,280

財政局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（１月分）
591,127

財政局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（１月分）
27,000

財政局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
516

財政局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１２月分）
420,741

財政局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１月分）
16,200

財政局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市税務事務システム及び電子申告システム運用保守等支援業務委託経費の支出について（第3四半期分）
96,661,836

財政局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（１月分）
113,400

財政局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局梅田市税事務所及び税務部分室　定期清掃業務委託に係る実施経費の支出について（２回目）
144,180

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 改正行政不服審査法に係る試行的研修に係る出張旅費の支出について
28,840

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人市･府民税納税通知書送付用封筒（異動分・前以分）料金後納ほか12点買入に係る支出について
4,250,178

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（１月分）
467,359

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
446,248

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料１月分）
253,377

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
22,504

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
12,941
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財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
335

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
7,857

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,520

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
227,829

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（１月分）
26,957

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,563

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
18,067

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
33,669

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,455

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 船場法人市税事務所　構内交換機設定変更業務に係る経費の支出について
81,000

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度大阪市財政局あべの市税事務所及び税務部分室等定期清掃業務委託に係る実施経費の支出について（平成２７年１月分）
262,980

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（１月分）
31,968

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年２月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（２月分）
10,800

財政局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年２月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（２月分）
7,669,817

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る仲介手数料の支払いについて
122,040

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（２月・３月分）及び敷金等の支払いについて
16,200

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（２月・３月分）及び敷金等の支払いについて
125,320

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 貸付金　保証金 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（２月・３月分）及び敷金等の支払いについて
226,000

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（１月分）
727,767

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１月分）
806,262

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
24,160

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
32,311

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
14,190

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
17,100

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
1,164

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（１月分）
5,400

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
11,737

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
291

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
16,393

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
7,634

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（１月分）
15,326

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
60,000

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（２月分）
118,800

財政局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（２月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用Ａ４カット紙買入経費の支出について
291,924

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２７年１月分）
3,230

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（1月号）外3点の買入に係る経費の支出について
5,868

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（1/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
35,469

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（1月分）の支出について
114,775

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
1,192,756

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
4,516

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
2,701

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
2,701

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（１月分）の支出について
3,520

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年３月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
45,870
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財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
10,934,847

財政局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年３月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用ゼムクリップほか109点の買入にかかる経費の支出について
1,453,896

財政局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
431,902

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 総務省自治税務局各担当者との意見交換のための管外出張費の支出について
57,990

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（1月分）の支出について
61,194

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（1月分）の支出について
99,377

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（330号）外2点の買入に係る経費の支出について
14,416

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用ファクシミリ複合機ほか４点買入に係る経費の支出について
57,456

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２７年１月分）の支出について
267,538

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
42,001

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（1月分）
18,675

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
33,332

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
82,195

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
747

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度船場法人市税事務所における窓口関係業務等に従事する労働者派遣業務に係る支払いについて（１月分）
37,915

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）にかかる支出について
2,700

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成27年1月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成27年1月分）
171,228

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について（平成27年1月分）
60,048

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について（平成27年1月分）
120,641

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
33,264

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 統計システム研修（Dr.Sum定期トレーニング）に係る経費の支出について
48,600

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
110,246

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
170,488

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
51,839

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
43,990

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１１月追加分）
320

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
80,174

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
43,384

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（１月分）
314,304

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（１月分）
319,414

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（１月分）
124,740

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（1月分）
16,957,011

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
6,998

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について（平成27年1月分）
51,732

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
41,040

財政局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
8,156,604

財政局 収税課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用ゴム印買入の実施経費の支出について
16,848

財政局 収税課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年12月分）
6,109,931

財政局 収税課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年12月分）
6,124,251

財政局 収税課 平成27年02月06日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成26年12月分）
398,343

財政局 収税課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ26.12月分）
342,438

財政局 収税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成26年度債権管理・回収研修会（第５回）の実施経費の支出について
69,760

財政局 収税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託の経費支出について（７回目／全９回）
35,736

財政局 収税課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費等の支出について（1月分）
12,960

財政局 収税課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入経費の支出について（平成27年１月分）
75,492

財政局 収税課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成26年12月分（ 終分））
987,262



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

財政局 収税課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
6,130

財政局 収税課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 納税推進オペレーターの活用に関する業務委託に係る経費の支出について（第3四半期分）
43,092,000

財政局 収税課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税事務所　納税推進センター業務委託（拡大分）に係る経費の支出について（第3四半期）
20,520,000

財政局 収税課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（１月分）
28,530

財政局 収税課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（H27.1月分）
342,410

財政局 課税課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 農地を宅地に転用するために要する標準的造成費に関する調査業務委託にかかる経費の支出について
185,112

財政局 課税課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書納税義務者用（当年分）ほか２点印刷の経費の支出について
490,973

財政局 課税課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更（決定）通知書（前年度以前分）印刷の経費の支出について
248,054

財政局 課税課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成２６年１２月分）
40,500

財政局 課税課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度償却資産申告書（機械出力用）提出用ほか４点印刷に係る経費の支出について
1,041,076

財政局 課税課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（12月分）
1,479,401

財政局 課税課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成２６年１２月分）
236,416

財政局 課税課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１２月分）
32,383

財政局 課税課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税申告納付依頼状ほか1点印刷経費の支出について（ 終）
1,522,800

財政局 課税課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度市民税・府民税申告書等返信用封筒買入の経費の支出について
522,547

財政局 課税課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成26年12月分）の支出について
2,854

財政局 課税課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成26年11月分）の支出について
7,068

財政局 課税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大規模家屋建築関係資料用ファイル買入に係る経費の支出について
35,105

財政局 課税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税納税通知書（異動分）等封入封緘等処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年10月～12月分）
488,491

財政局 課税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）の支出について（6月～11月分）
3,484,258

財政局 課税課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税納税通知書（異動分）等出力処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成26年10月～12月分）
914,788

財政局 課税課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税特別徴収税額通知書等送付用封筒買入の経費の支出について
229,132

財政局 課税課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度市民税・府民税申告書（区内居住者用）ほか１点印刷の経費の支出について
1,217,775

財政局 課税課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 平成27年度市民税・府民税申告の手引きほか２点印刷の経費の支出について
1,050,081

財政局 課税課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「申告納付依頼状送付用封筒」ほか３点買入にかかる支出について（ 終回／全２回））
1,321,510

財政局 課税課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「法人設立・事務所等開設申告書ほか３点」印刷の支出について
111,510

財政局 課税課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市たばこ税「申告書ほか１点」印刷の支出について
5,865

財政局 課税課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 軽自動車税納税通知書（異動分）送付用封筒ほか１点買入の支出について
125,377

財政局 課税課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 窓口案内（自動音声）システム機器修繕の経費の支出について
110,149

財政局 課税課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託（その２)の経費の支出について(1月分）
4,860

財政局 課税課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成26年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更（決定）通知書（当年度随時分４Ｐ）印刷の経費の支出について
270,097

財政局 課税課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税法規集＜平成26年7月1日現在＞」ほか４点の買入の経費の支出について
156,708

財政局 課税課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税・個人住民税ガイドブック（平成26年12月改訂）」ほか２点買入の経費の支出について
157,680

財政局 課税課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税「貸ビル申告書ほか３点」印刷の支出について
196,020

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（１月分）
480

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所待合用ロビーチェアほか１点買入経費の支出について
105,786

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 梅田市税事務所待合用ロビーチェアほか１点買入経費の支出について
162,432

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用クリアホルダーほか31点買入経費の支出について
78,373

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成27年2月分）
122,180

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
607

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託(概算契約)の実施経費の支出について
299,160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分地区相談会場借料経費分担金の支出について（２/１８使用分）
20,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（平成２７年１月分）の支出について
4,900

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（平成２７年１月分）の支出について
2,480

財政局
梅田市税事務所課税担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙代の支出について
2,230

財政局
梅田市税事務所課税担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙代の支出について
800

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（2月分）
108,000

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用ワイヤレスチャイム外４点買入に係る経費の支出について
37,532
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財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
720

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成27年1月分）
1,440

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成27年1月分）
960

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託経費の支出について
741,960

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,429

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,360

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
540

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（3月）
34,000

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所産業廃棄物搬出処理業務委託に係る経費の支出について
45,360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成26年12月分)
3,922

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成26年12月分）
1,730

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用背ばりラベルほか５点買入経費の支出について
67,748

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（2月分）
151,200

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 病気休職職員主治医との面談に係る管外出張旅費の支出について（1月26日）
4,320

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
656

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,800

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（生野区:２）
234,360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（生野区:１）
156,600

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託の実施及び同経費の支出について（浪速区）
429,840

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成27年1月分)
2,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成27年1月分）
1,680

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 病気休職職員への休職辞令の交付に係る管外出張旅費の支出について（2月12日）
2,160

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　市・府民税申告受付に係る申告受付会場の使用料の支出について
18,200

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（2月分）
136,146

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
5,725

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託の実施経費の支出について（堺市分）
299,160

財政局
あべの市税事務所課税
担当

平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
2,230

財政局
あべの市税事務所課税
担当

平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
800

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員における市内出張交通費の支出について（１２月分）
390

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 大阪市船場法人市税事務所耐火金庫点検修理経費の支出について
52,380

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足切手代の支出について(2月）
53,300

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（1月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
67,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金２月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５４件）
2,583,808

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金２月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
169,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
5,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
82,288

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３８件）
2,757,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
66,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２件）
1,513,050

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
9,593

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
153,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
34,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５１件）
3,123,700
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
126,407

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
65,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３９件）
3,278,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
234,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５９件）
9,286,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
10,094

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
24,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
5,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
11,140

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９件）
912,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
15,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９件）
321,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
334,675

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
6,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
86,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６３件）
1,526,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
64,115

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第３班）にかかる管外出張旅費の支出について
186,960

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
188,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,980

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３２件）
2,567,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
115,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
9,411

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４１件）
1,216,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
61,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
5,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４１件）
3,472,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
41,146

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９件）
476,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
111,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
103,526

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６３件）
2,526,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２件）
27,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４３件）
931,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
64,234

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
1,582,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
12,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２６件）
108,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
1,097,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
7,122

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
1,948,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
2,804,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５０件）
1,966,214

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８件）
145,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
522,450

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７６件）
2,705,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２６件）
2,186,300
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４０件）
34,484,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
4,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
67,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
29,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４件）
3,338,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
479,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６５件）
4,350,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
9,630

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付７６件）
513,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
9,570

都市計画局 都市計画課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 都市計画審議会用「平成26年度第２回大阪市都市計画審議会」会議録調製業務に係る筆耕翻訳料の支出について
22,680

都市計画局 都市計画課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用　平成２６年１１月分市内出張等旅費の支出について
20,440

都市計画局 都市計画課 平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度１２月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成27年02月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（鶴見区民センター分）
70,420

都市計画局 都市計画課 平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　第30回政令指定市都市計画主管局長会議出席にかかる岡山市管外出張旅費について
19,800

都市計画局 都市計画課 平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置の長期借入に係る使用料の支出について（12月分）
619,056

都市計画局 都市計画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 都市計画審議会用　委員報酬及び費用弁償の支出について
510,705

都市計画局 都市計画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 都市計画審議会用　委員報酬及び費用弁償の支出について
15,230

都市計画局 都市計画課 平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（北区民センター分）
19,450

都市計画局 都市計画課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（都島区民センター分）
20,400

都市計画局 都市計画課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（1月分)
34,452

都市計画局 都市計画課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用「都市空間・都市交通のあり方検討調査業務」の委託料の支出について
799,200

都市計画局 都市計画課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（此花区民ホール分）
19,450

都市計画局 都市計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（城東区民ホール分）
19,800

都市計画局 都市計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（1月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１２月分市内出張等旅費の支出について
1,728

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用　生産緑地担当者会議出席にかかる東京管外出張旅費の支出について
28,790

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１２月分市内出張等旅費の支出について
23,934

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部・左岸線延伸部２期関連　都市計画素案説明会」会場使用に係る経費の支出について（福島区民センター分）
19,250

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置の長期借入に係る使用料の支出について（1月分）
619,056

都市計画局 都市計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（1月分）
322,920

都市計画局 都市計画課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　第28回全国駐車場政策担当者会議に係る東京管外出張旅費の支出について
28,840

都市計画局 都市計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用　第２回地区運営計画認定審査会議にかかる委員報償金及び費用弁償の支出について
108,780

都市計画局 都市計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用東京都管外出張旅費の支出について
540

都市計画局 交通政策課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分市内出張等旅費の支出について
300

都市計画局 交通政策課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分市内出張等旅費の支出について
4,599

都市計画局 交通政策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策事務用　平成２６年１２月分市内出張等旅費の支出について
1,200

都市計画局 交通政策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策事務用　平成２６年１２月分市内出張等旅費の支出について
6,134

都市計画局 交通政策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策事務用　平成２６年１２月分市内出張等旅費の支出について
640

都市計画局 交通政策課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用　淀川左岸線延伸部に関する中央要請及び自民党リニア特別委員会出席にかかる出張旅費の支出について
28,670

都市計画局 交通政策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用　平成２７年１月分市内出張等旅費の支出について
10,403

都市計画局 総務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　遺言に基づく寄附の収受に係る減殺請求に対する協議のための出張旅費の支出について
59,620

都市計画局 総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(1月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(1月分)
123,746

都市計画局 総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(1月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について(1月分)
4,590

都市計画局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
58,660

都市計画局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
82
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都市計画局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
510

都市計画局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
82

都市計画局 総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
8,732

都市計画局 総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
58,390

都市計画局 総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
25,922

都市計画局 総務担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（1月分）
4,526

都市計画局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー購入代金の支出について
83,916

都市計画局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（1月分）
85,503

都市計画局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（1月分）
17,751

都市計画局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（1月分）
17,550

都市計画局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（１月分）
11,584

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用管外出張旅費の支出について（都道府県等統計主管課（部）長会議）
29,422

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 統計調査員研修確保対策事務用　平成26年度都道府県別登録調査員等研修に係る報償金の支出について
4,540

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（1月分）
1,244

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（1月分）
2,156

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（1月分）
3,108

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等市内出張交通費の支出について（1月分）
360

都市計画局 統計調査担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（１月分）
6,615

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　第6回大阪駅周辺地域部会の会場費の支出について
248,929

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１１月１４日実施分）
7,932

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１０月２７日実施分）
8,730

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１０月２７日実施分）
29,040

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる報酬及び旅費の支出について（１１月１４日実施分）
29,040

都市計画局 開発計画課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（12月分）
7,939

都市計画局 開発計画課 平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（12月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（12月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（12月分）
248,961

都市計画局 開発計画課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（12月分）
16,546

都市計画局 開発計画課 平成27年02月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（12月分）
2,596

都市計画局 開発計画課 平成27年02月17日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（12月分）
480

都市計画局 開発計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　MIPIM JAPAN自治体連絡会議に参加のための出張旅費の支出について
28,830

都市計画局 開発計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　海外エコシティプロジェクト協議会への参加等のための出張旅費の支出について
29,273

都市計画局 開発計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　大阪立地プロモーションセミナーへ参加等のための出張旅費の支出について
29,230

都市計画局 開発計画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪都心部の高付加価値化にかかる都市機能検討調査業務の経費の支出について
799,200

都市計画局 開発計画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１２月分）
23,496

都市計画局 開発計画課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用特定都市再生緊急整備地域のエリア拡大等に関するヒアリング等のための管外出張旅費の支出について（2月3日分）
115,530

都市計画局 開発計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（1月分）
10,425

都市計画局 開発計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（１月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（1月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（2月分）
195,682

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 第42回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
151,320

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 第42回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
7,650

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等旅費の支出について（平成26年12月分）
7,146

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（１２月分）
10,723

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 第42回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
48,600

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 都市景観委員会用第20回都市景観形成推進協議会委員会（静岡市）への出席に係る旅費の支出について
58,680

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 景観形成方策の推進用　平成２６年度景観法等各種届出データ整備業務経費の支出について
156,600

都市計画局 開発誘導課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（１月分）
6,008
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都市計画局 建築企画課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（建築指導研修）
22,684

都市計画局 建築企画課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築審査会事務用　大阪市建築審査会報告（平成２５年度）の印刷にかかる経費の支出について
16,200

都市計画局 建築企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（建築指導研修）
19,868

都市計画局 建築企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（12月分）の支出について
42,568

都市計画局 建築企画課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリ使用料の支出について（1月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２６年度１月分　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　登記事項申請書等の購入にかかる経費の支出について
84,240

都市計画局 建築企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
49,293

都市計画局 建築企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について（相談用）
9,839

都市計画局 建築確認課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第3回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
48,015

都市計画局 建築確認課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成26年度第3回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
1,640

都市計画局 建築確認課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成26年度　第3回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について（３名分）
300

都市計画局 建築確認課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（１月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（１月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（１月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　1月分（GBRC）
407,600

都市計画局 建築確認課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　1月分（OKBC）
936,800

都市計画局 建築確認課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（１月分）の支出について
154,430

都市計画局 監察課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 行政代執行関連事務用　行政代執行業務委託経費の支出について（生野区巽中三丁目）
1,137,240

福祉局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
7,850

福祉局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ポータブルＤＶＤドライブ買入経費の支出について
6,480

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
1,232

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成２７年１月分）
370,761

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
44,582

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
911,257

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」の契約について（平成２７年１月分）
29,700

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
141

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
6,049

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
5,847

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
1,036

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
2,250

福祉局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
5,929

福祉局 総務課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（１月分）
783

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　レーザープリンタ用トナーカートリッジ買入経費の支出について
21,254

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 社会福祉施設措置費等の支払事務委託契約に係る所要経費の支出について（４～９月分）
25,246,279

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
7,560

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
6,510

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入の経費の支出について（平成２７年１月分）
7,344

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
53,330

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
28,080

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（１月分）
6,118

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
5,985

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
27,720

福祉局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
5,460

福祉局 総務課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入経費の支出について（１月分）
6,272

福祉局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
27,687

福祉局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
235,695

福祉局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２６年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
10,108



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

福祉局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２７年１月分）
132,332

福祉局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
176,251

福祉局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等(福祉局)(２)の長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
207,576

福祉局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１２月分）
28,233

福祉局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年２月分）
737,052

福祉局 総務課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２６年１２月分）
28,939

福祉局 総務課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年２月分）
755,476

福祉局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成27年1月分）
1,864

福祉局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
90,748

福祉局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
116,931

福祉局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジ買入経費の支出について
33,480

福祉局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成27年1月分コピー代金の支出について（1台分）
8,438

福祉局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機用ステープラ針買入経費の支出について
88,441

福祉局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成27年1月分コピー代金の支出について（2台分）
85,089

福祉局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
3,871

福祉局 経理・企画課 平成27年02月02日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１月請求分その２）の支出について
1,470,751

福祉局 経理・企画課 平成27年02月03日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（２月３日支給分）
144,515,000

福祉局 経理・企画課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（１月分）
38,660

福祉局 経理・企画課 平成27年02月10日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（２月１０日支給分）
168,885,000

福祉局 経理・企画課 平成27年02月12日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金及び子育て臨時特例給付金支給システムのシステム構築・運用保守等業務の所要経費の支出について（第２回目）
6,974,424

福祉局 経理・企画課 平成27年02月12日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（第８回目）
966,708

福祉局 経理・企画課 平成27年02月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金及び子育て臨時特例給付金支給システムのシステム構築・運用保守等業務の所要経費の支出について（第２回目）
3,041,280

福祉局 経理・企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４６４７～４６５７号）」買入に係る経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成27年02月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（２月請求分）の支出について
8,223

福祉局 経理・企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「ふせん　ほか１０点　買入」にかかる経費の支出について
38,364

福祉局 経理・企画課 平成27年02月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　ホワイトボードの借入経費の支出について（１月分）
16,971

福祉局 経理・企画課 平成27年02月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（２月１８日支給分）
192,075,000

福祉局 経理・企画課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（１月分）
3,992

福祉局 経理・企画課 平成27年02月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
4,787,683

福祉局 経理・企画課 平成27年02月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
1,196,921

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 全国厚生労働関係部局長会議にかかる出張旅費の支出について
73,840

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（１月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友銀行：１月分）
604,692

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな銀行：１月分）
549,516

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ銀行：１月分）
830,628

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ銀行：１月分）
539,244

福祉局 経理・企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第５回）
1,450,000

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（１月分）
18,446

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（１月分）
1,740

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「ふせん　ほか１点　買入」にかかる経費の支出について
13,489

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（１月分）
1,150,550

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（１月分）の支出について
3,289,816

福祉局 経理・企画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（１月分）の支出について（料金後納郵便分）
2,495,105

福祉局 経理・企画課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（１月分）
31,693,782

福祉局 経理・企画課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（２月２４日支給分）
104,595,000

福祉局 経理・企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（1月分）
15,423

福祉局 経理・企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（1月分）
6,300

福祉局 経理・企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（1月分）
27,742
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福祉局 経理・企画課 平成27年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（１月分）
83,226

福祉局 経理・企画課 平成27年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の所要経費の支出について（第６回目）
424,414

福祉局 経理・企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（１月分）
377

福祉局 経理・企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（１月分）
104,055

福祉局 経理・企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（１月分）
19,877

福祉局 地域福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
21,706

福祉局 地域福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市社会福祉大会会場使用にかかる経費の支出について
167,033

福祉局 地域福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 平成２６年度　大阪市社会福祉研修・情報センター指定管理者選定会議にかかる委員報酬の支出について
66,080

福祉局 地域福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第３四半期：弁護士会）
16,457

福祉局 地域福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第３四半期：社会福祉士会）
16,457

福祉局 地域福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第３四半期：社会福祉士会）
164,570

福祉局 地域福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第３四半期：弁護士会）
164,570

福祉局 地域福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（福島区）
2,722,767

福祉局 地域福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２６年１２月分出張旅費の支出について
6,520

福祉局 地域福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（第４回納品分）
16,258

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
2,880

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第３四半期分）
25,638

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉（平成26年度分）の購入経費の支出について（第３四半期分）
13,284

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第３四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第３四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞（平成26年度分）の購入経費の支出について（第３四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度老人保健健康増進等事業に基づく「市町村・都道府県における高齢者虐待防止施策に関する研修会」参加にかかる出張旅費の支出について
28,860

福祉局 地域福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用ゼムクリップ外21点の購入経費の支出について
64,155

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年版民生委員手帳の購入にかかる経費の支出について
422,820

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年版民生委員手帳ビニールカバーの購入にかかる経費の支出について
105,779

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（１月分）
906,186

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（１月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（１月分）
6,730,424

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（１月分）
744,414

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（１月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（１月分）
1,661,888

福祉局 地域福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（1月分）
1,054

福祉局 地域福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 セーフティネット支援対策等事業費補助金に関するヒアリングに係る東京出張旅費の支出について（27年２月20日分）
58,480

福祉局 地域福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 高齢者虐待通報呼びかけ啓発用クリアファイルの作成にかかる経費の支出について
187,920

福祉局 保護課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「訪問看護業務の手引　平成26年4月版」外2点の買入にかかる経費の支出について
77,274

福祉局 保護課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「訪問看護業務の手引　平成26年4月版」外2点の買入にかかる経費の支出について
3,758

福祉局 保護課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「訪問看護業務の手引　平成26年4月版」外2点の買入にかかる経費の支出について
2,182

福祉局 保護課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（１月分）
6,231

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮１２月分）
98,600

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮１２月分）
1,209,800

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護等版レセプト管理システム保守業務にかかる所要経費の支出について（４月～１２月分）
3,162,888

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　大淀寮１２月分）
33,300

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム１２月分）
518,700

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮１２月分）
250,800

福祉局 保護課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　淀川寮１２月分）
381,900
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福祉局 保護課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定用市内出張交通費（１２月分）の支出について
13,370

福祉局 保護課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年２月分）随時払
175,874

福祉局 保護課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年２月分）随時払
67,600

福祉局 保護課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２７年１月号）
10,692

福祉局 保護課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成27年2月分）の支出について
61,944,944

福祉局 保護課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成27年2月分）の支出について
221,879,798

福祉局 保護課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
2,590

福祉局 保護課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
69,264

福祉局 保護課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について
29,396

福祉局 保護課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（２月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
102,291,000

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１２月審査分
1,050

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１１月分）
4,390

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１２月分）
2,590

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１２月分）
4,902

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１２月業務分、１月分保護費）の支出について
1,205,766

福祉局 保護課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２６年１２月審査分
439,222

福祉局 保護課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末の修理にかかる経費の支出について
64,800

福祉局 保護課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北ブロック）にかかる委託料の支出について（１２月分）
2,706,270

福祉局 保護課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（１２月分）
3,168,295

福祉局 保護課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２７年２月分の支出について
38,784,900

福祉局 保護課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる通院移送費の支出について（随時払）
24,400

福祉局 保護課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる負担について（１月分）
374,436

福祉局 保護課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる支出について（１月分）
272,808

福祉局 保護課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設ジョイガーデン）
3,680

福祉局 保護課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年１月審査分（追加払い）の支出について
82,615,283

福祉局 保護課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 レセプト内容点検業務用ＣＤ－Ｒ等買入にかかる経費の支出について
37,044

福祉局 保護課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：２）の支出について
172,044

福祉局 保護課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：１）の支出について
57,834

福祉局 保護課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：４）の支出について
357,534

福祉局 保護課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月分：３）の支出について
212,706

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年１月
分） 384

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年１月
分） 21,902

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２７年１月審査分（２月支払分）の支出について
27,075

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２７年１月審査分（２月支払分）の支出について
1,538,628

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年１月
分） 96,318

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年7月依頼分データによる再審査請求にかかるインセンティブ分）
1,052,681

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２７年１月審査分（２月支払分）の支出について
6,049,790

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成26年12月依頼分）
3,117,123

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２７年１月審査分（２月支払分）の支出について
464,681,172

福祉局 保護課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年１月
分） 1,156,323

福祉局 保護課 平成27年02月23日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年１月
分） 5,892

福祉局 保護課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２７年１月申請分）
301,280

福祉局 保護課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（１２月分）の支出について
7,170

福祉局 保護課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について（概算契約）　平成２７年１月作業分
879,413

福祉局 保護課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
1,459,200

福祉局 保護課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２７年２月審査分）
21,175,474

福祉局 保護課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（1月分）
169,283

福祉局 保護課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年３月分）の支出について
7,458,742,706
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福祉局 保護課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年３月分）の支出について
3,473,398,706

福祉局 保護課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年３月分）の支出について
59,645,762

福祉局 保護課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年３月分）の支出について
24,579,104

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２７年１月審査分の支出について
73,493

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）
18,115,963

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）
5,540,373

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２７年２月審査分（概算払い）の支出について
38,791,000

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）
52,660

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）
1,600

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年３月分）
472,263

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について　保護グループ
19,980

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２７年１月分の支出について
1,383,064

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（１月分）の支出について
17,276

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
81,055

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２７年１月審査分の支出について
23,672,031

福祉局 保護課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年２月審査分（概算払い）の支出について
10,402,091,279

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（１２月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（１２月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（１２月分）の支出について
2,520

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について
（１２月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（１２月分）
266,933

福祉局 保険年金課 平成27年02月02日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　２月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１１月分）
1,680

福祉局 保険年金課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月正常分娩）
39,270

福祉局 保険年金課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（１月正常分娩）
76,576,888

福祉局 保険年金課 平成27年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（１１月分）
5,804

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,968

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（12月分）
80,927

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１０期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１０期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１０期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１０期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１０期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
85,391

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（ 終支払分）
15,124

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（ 終支払分）
23,776

福祉局 保険年金課 平成27年02月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２６年１２月分）
157,836

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 高齢受給者証同封ビラ（平成27年１月以降年齢到達分）の作成にかかる支出について
36,590

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務・国保収納事務用　平成２６年度国民健康保険被保険者証等印字出力処理業務委託にかかる経費の支出について（３/３回目）
147,032

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務・国保収納事務用　平成２６年度国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務委託にかかる経費の支出について（３/３回目）
267,042

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査業務用レターパックの購入代金の支出について
129,600

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
9,939,526

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（１月請求分（第２回））
15,867,475

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
1,299,941

福祉局 保険年金課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１２月分）
1,936,377

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録533－535号 他3件の買入及び経費の支出について
242,175

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（２月分）
2,080,479,000
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福祉局 保険年金課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成２６年度版　国民健康保険関係法令例規集　買入及び経費の支出について
17,064

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録533－535号 他3件の買入及び経費の支出について
318,335

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（９月・10月・11月点検分）
17,633,236

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１０日支払分：局２６－６）
3,100

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年１月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
29,700

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１０日支払分）
487,586

福祉局 保険年金課 平成27年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月１０日支払分：局２６－６）
19,100

福祉局 保険年金課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託料にかかる支出について（１２月分）
495,537

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
5,832

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（１月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
4,082

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
7,309

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
2,217

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
10,368

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
48,168

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
3,888

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
126,144

福祉局 保険年金課 平成27年02月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第４回目）
9,072

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月分）
4,245,719

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
77,760

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１月追加分）
7,431

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１月分）
5,537,419

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
88,767

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（１月分）
11,792,391

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（１２月分）
131,989

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(１月分)
43,999

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（１２月分）
245,251

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年１月分）
95,388,614

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２７年１月分）
21,024

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年１月分）
5,345,634

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（１２月分）
465,884

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について(１月分)
177,120

福祉局 保険年金課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について(１月分)
885,600

福祉局 保険年金課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（12月分）
53,417

福祉局 保険年金課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（12月分）
79,267

福祉局 保険年金課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第10期分）
563,431,674

福祉局 保険年金課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第10期分）
1,833,567,017

福祉局 保険年金課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（１月分）
9,816,201
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福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：２月審査概算払分）
184,285,159

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１２月分）
4,100

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（２月審査概算払分）
358,054,424

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（１月異常分娩）
34,650

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（1月審査分）
31,008,523

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（2月概算払分）
11,608,064,780

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（1月決定分）
459,564,333

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（2月決定分）
7,390

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（2月決定分）
1,652,090,010

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（１月異常分娩）
64,966,567

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（1月審査分）
1,173,856

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（2月審査分）
613,610,439

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（1月決定分）
13,381,785

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（2月決定分）
94,997,576

福祉局 保険年金課 平成27年02月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（１２月分）
3,630

福祉局 保険年金課 平成27年02月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（１月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,101,107,242

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：１月審査分）
1,946,736

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
87,208

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月追加分）
1,188,136

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(２月決定分)
3,440,580

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
3,770

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（１月分）
3,523,836

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
7,421,656

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
217,888

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
4,867,550

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（１月追加分）
2,404,956

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務（その２）にかかる所要経費の支出について（1月分）
236,660

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（1月分）
622,694

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　レセ電）
651,561

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　調剤）
14,373,870

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（1月分　柔整）
945,315

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１月分（１１月施術・一般）の支出について
92,796,184

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る１月分（１１月施術・退職）の支出について
2,749,427

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）外１件の印刷にかかる経費の支出について（平成２７年１月納品分）
539,244

福祉局 保険年金課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度保険料仮徴収額・特別徴収開始通知書（バッチ用）の作成及び所要経費の支出について
49,377

福祉局 保険年金課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（１月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 柔道整復施術に係る療養費支給申請書点検業務委託料の支出について（11月・12月分）
521,644

福祉局 保険年金課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（１２月分）の支出について
39,384

福祉局 保険年金課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 糖尿病性腎症重症化予防事業検討会議の報償金及び交通費の支出について（平成27年1月15日開催分）
49,395

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（拡張大阪市明朝対応）の支出について
6,794,928

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（拡張大阪市明朝対応）の支出について
4,932,144

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）の経費の支出について
11,525,976

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）の経費の支出について
2,619,540

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（統合基盤システム対応）の経費の支出について
6,149,304

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（統合基盤システム対応）の経費の支出について
13,124,160

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（統合基盤システム対応）の経費の支出について
6,562,080

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）の経費の支出について
2,206,764

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（拡張大阪市明朝対応）の支出について
2,958,228
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福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（拡張大阪市明朝対応）の支出について
60,339,384

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（統合基盤システム対応）の経費の支出について
44,484,552

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）の経費の支出について
39,495,060

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（統合基盤システム対応）の経費の支出について
6,699,672

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）の経費の支出について
14,251,356

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（その２）（概算契約）の所要経費の支出について（１月分）
18,258

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１月分）
151,126

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１月分）
248,090

福祉局 保険年金課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（その２）（概算契約）の所要経費の支出について（１月分）
62,992

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２６年１２月分）
8,712

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２７年２月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（１月処理分）
87,055

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年１月審査分特定健康診査等委託料（代行入力分）の支出について
79,276

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年１月審査分特定健康診査等委託料の支出について
58,124,673

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年１月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,581,345

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（１月処理分）
907

福祉局 保険年金課 平成27年02月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（２月２５日支払分）
1,503,909

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）折りたたみコンテナ外１４点の買入及び経費の支出について
27,734

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
58,833

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
105,094

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
336,105

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成26年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
12,540

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国保所得（簡易）申告書の作成にかかる所要経費の支出について
171,423

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国保簡易申告書送付用封筒の買入にかかる所要経費の支出について
297,637

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保事務用　国保簡易申告書送付状の作成にかかる所要経費の支出について
114,254

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成26年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
162,910

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（27年１月分）
82,890

福祉局 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（１２月末日締分）
29,400

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：１月審査分）
1,289,279

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：２月審査概算払分）
111,712,238

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：１月審査分）
373,960

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（２月分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の支出について（２月納入分）
124,676,678

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（２月審査概算払分）
26,152,876

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
4,128

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（１月分）
59,956

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２７年１月分）
178,926

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
2,237,692

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（１月分）の支出について
344,908

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について
（１月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（１月分）
254,617

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（Ｈ２７．１月分）
4,898,185

福祉局 保険年金課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用料金受取人払い郵便料金の支出について（H26.12
H27.1月分）

福祉局 自立支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１２月分）の支出について
65,812

福祉局 自立支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１２月分）の支出について
85,807

福祉局 自立支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１月分）の支出について
207,638

福祉局 自立支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１月分）の支出について
3,126,754

福祉局 自立支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払１月分）の支出について
1,964,510
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福祉局 自立支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度あいりん越年対策事業用寝具借入経費の支出について
2,801,260

福祉局 自立支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等利用料（１２月分）について
5,130

福祉局 自立支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年度あいりん越年対策事業用バス借上経費の支出について
159,840

福祉局 自立支援課 平成27年02月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成26年12月分）の支出について
556,804

福祉局 自立支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
68,040

福祉局 自立支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　燃料費 平成26年度あいりん越年対策事業用灯油概算買入経費の支出について
190,702

福祉局 自立支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 平成26年度あいりん越年対策事業用携帯電話借入経費の支出について
58,741

福祉局 自立支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
34,020

福祉局 自立支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿波座センタービルエレベーター保守点検業務委託経費の支出について（第３四半期分）
102,060

福祉局 自立支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議への出席にかかる経費の支出について
28,830

福祉局 自立支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（２月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
558,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（12月分）
37,782

福祉局 自立支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター１２月分）
18,866

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
22,564

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 福祉局自立支援課分室事務用プリンター　トナーカートリッジ買入経費の支出について
4,514

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）１月分の支出について
6,300

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）１月分の支出について
1,620

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成27年1月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成27年1月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 あいりんシェルター設置にかかる調査分析業務委託契約委託料の支出について
1,944,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成27年1月分）の支出について
553,176

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（２月支給決定・府公社住宅分）の支出について
54,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（２月支給決定・市営住宅分）の支出について
45,400

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（1月分）
28,474

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
7,939,800

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
3,150,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）３月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 新あいりんシェルター設置予定地地質調査業務（その２）委託料の支出について
1,127,520

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（１月分）の支出について
25,841

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 自立支援課環境改善事業用市内出張交通費（１月分）の支出について
2,880

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 非常通報装置接続電話番号変更工事（あいりん貯蓄組合）業務委託契約にかかる所要経費の支出について
39,960

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（２月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,679,000

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター１月分）
7,543

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室１月分）
12,999

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１月分）の支出について（受取人払分）
36,184

福祉局 自立支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（１月分）の支出について（差出分）
196,813

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払いについて（12月分）
19,122

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院12月分）
2,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院12月分）
22,030

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター12月分）
52,940

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業のうち派遣費にかかる負担額の支出について（第3四半期分）
8,663,508

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（１月決議分）
356,638,940

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等１月決議分）
1,044,560
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福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）の支払について（１２月作業分）
328,805

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第３２号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２４号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第３１号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２５号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第２８号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第３３号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第５号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第４号）
89,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月13日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（２月分）
22,280,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域人づくり事業（処遇改善プロセス）障がい者就労支援施設製品販売支援業務委託受託者選考会議にかかる選考委員報酬の支払いについて（第１回、第２回））
100,310

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 飯山市への表敬訪問及び第41回大阪市障がい者スキー教室事業への随行にかかる出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
28,420

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい児等療育支援事業の支出について（１０～１２月分）
5,465,760

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度大阪市障がい者福祉関係業務（相談支援）委託受託事業者選定会議の委員報酬の支払いについて（第２回　1/25　1/26開催分）
116,855

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度障がい者就業訓練受託事業者選考会議委員の委員報酬の支払いについて（第２回　2/2開催分）
49,835

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（１２～１月会議開催分）
112,035

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度　保存袋外5点　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
23,160

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（１月分実績）の支出について
65,579,020

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 姫島こども園民間移管予定者選定会議の実施に係る委員報酬の支出について
116,935

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　通信運搬費 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」（素案）のパブリック・コメント実施にかかる料金受取人払の支払について（平成２７年１月分）
268

福祉局 障がい福祉課 平成27年02月27日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２７年２月分）
3,679,200

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その５）
365,925

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その７）
278,257

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その６）
239,175

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その４）
369,270

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その３）
84,240

福祉局 障がい支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）（１）
229,684

福祉局 障がい支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（１２月分）
32,500

福祉局 障がい支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分１２月分）
27,950

福祉局 障がい支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１２月サービス提供分　1/2）
559,191

福祉局 障がい支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（11・12月分）
68,465

福祉局 障がい支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（12月決定分）
97,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
895,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市認定事務センター業務及び要介護認定・障がい支援区分認定調査業務受託事業者選考会議にかかる委員報酬の支出について（２回分）
33,490

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（１２月調査分）
4,204

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年12月分　名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その８）
377,910

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その９の①）
242,805

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
56,430

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（1月提供（12月審査）11月診療分）の支出について
22,250

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター機械警備業務委託（長期継続）業務に係る経費の支出について（１０月～１２月）
2,875

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月サービス・１月請求分）
117,645

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２６年１２月分）
138,250

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７～１２月分）（１）
213,520

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度移動支援サービス費の支出について（１２月サービス・１月請求分）
33,840

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2615号）
95,220

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１１月分）
751

福祉局 障がい支援課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター機械警備業務委託（長期継続）業務に係る経費の支出について（１０月～１２月）
15,917
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福祉局 障がい支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（１２月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月サービス・１月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１０）
383,400

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１２月サービス提供分　2/2）
437,526

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（１月審査分）
377,813,702

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（１月審査分）
3,797,263,299

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（１月審査分）
234,928,788

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２７年１月請求分）
2,221,815

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）（２）
23,453

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（12月分）
3,442

福祉局 障がい支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（此花区第6・7号）
52,200

福祉局 障がい支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１６）
55,080

福祉局 障がい支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１３）
289,050

福祉局 障がい支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１２）
182,820

福祉局 障がい支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）（３）
305,001

福祉局 障がい支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（12月分）
13,016

福祉局 障がい支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用委託料の支出について（第3四半期分）
132,675

福祉局 障がい支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月サービス・１月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１１月分）
1,142

福祉局 障がい支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１４）
27,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（１月受付分）
371,712

福祉局 障がい支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（１月受付分）
423,258

福祉局 障がい支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（１月受付分）
1,966,734

福祉局 障がい支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７～１２月分）（１）
135,120

福祉局 障がい支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１１）
308,985

福祉局 障がい支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１７の①）
296,805

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢12月診療分）
2,263,098

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保12月診療分）
17,864,769

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１２月診療分）
1,301,564

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（12月診療分）
745,273

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）１２月診療分（１月審査分）の支出について
453,420

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）１２月診療分（１月審査分）の支出について
20,579,645

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～９月分）
13,204

福祉局 障がい支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１２月診療分）
1,217,111

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１２月診療分）
10,182

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保12月診療・1月審査分））
269,439

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（７月分）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（５月分その２）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（社保）1月審査分の支出について
999

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（９月分）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業の支出について（５月）
1,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１２月診療分）
8,289,336

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保12月診療・1月審査分））
742,912,717

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）１２月診療分（１月審査分）の支出について
2,083,501

福祉局 障がい支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（淀川区第5号、住之江区第6号）
6,600

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その９の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１９の①）
227,880

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢12月診療・1月審査分）
24,206
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福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（１月審査分）
1,372

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）1月審査分の支出について
784

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）1月審査分の支出について
13,916

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保12月診療・1月審査分）
55,664

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（１２月分）
9,072

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１月審査分）
4,998

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（生野区第11号）
2,400

福祉局 障がい支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（１月審査分）
26,068

福祉局 障がい支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,298

福祉局 障がい支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２２）
305,640

福祉局 障がい支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２０）
278,565

福祉局 障がい支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２１）
222,090

福祉局 障がい支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７～１２月分）（２）
1,322,360

福祉局 障がい支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（４～１２月分）
70,501

福祉局 障がい支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１）
18,360

福祉局 障がい支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２）
3,240

福祉局 障がい支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１月分その１）【大阪市外分】
170,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（愛染橋・１０月・１１月・１２月分）
3,120,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（愛染橋・１０月・１１月・１２月分）
141,400

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その４）
87,480

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２３の①）
14,040

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１８）
539,520

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（1月分）
118,940

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）（４）
83,966

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第21号・第22号）
90,180

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第３四半期分）（５）
2,271,127

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（平野区第9号）
3,300

福祉局 障がい支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（１月分）の支出について
11,950

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会（1月）及び合議体連絡会（1月29日開催）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成27年1月分）
4,085,155

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会（1月）及び合議体連絡会（1月29日開催）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成27年1月分）
114,660

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年２月分障がい支援課負担分）
5,297

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年２月分障がい支援課負担分）
2,597

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成26年11月分、平成27年1月分　工事費分）
13,284

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年1月分）
525,217

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（ボバース・１０月・１１月・１２月分）
3,280,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（12月診療１月審査2月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園１月分）
8,874,205

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１月分その２、２月分その１）【大阪市外分】
20,400

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定審査会合議体連絡会（１月２９日開催）にかかる施設使用料の支出について
27,850

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）に係る経費の支出について（１月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１月分）
81,770

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（１月分）
70,000,198

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～９月提供分）
65,064

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（１月提供分（10～12月請求遅れ分含む））
13,361,688

福祉局 障がい支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（ボバース・１０月・１１月・１２月分）
101,000

福祉局 運営指導課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務　市内・近接地出張交通費の支出について（７月～１２月分）
720

福祉局 運営指導課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務　市内・近接地出張交通費の支出について（７月～１２月分）
270,420

福祉局 運営指導課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務　移動支援事業者集団指導に係る会場使用経費の支出について（住吉区民センター）
31,400
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福祉局 運営指導課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
11,726

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分２回目）
2,690,232

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１月実施分）（５５回目）
1,504,504

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（都島区社協・第１回）の支出について
137,600

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５４回目）
2,088,124

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２６年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第３四半期２回目））
100,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（１２月分）
11,232

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月実施分）（５７回目）
725,700

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（５９回目）
379,234

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１２月分２回目）
5,360,492

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東成区社協・第２回）の支出について
168,115

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５６回目）
1,493,020

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１月実施分）（５８回目）
2,587,048

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（６３回目）
1,054,354

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分３回目）
2,986,462

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６１回目）
1,096,370

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１０月分７回目）
240,460

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５７回目）
3,197,514

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２６年１２月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
45,289

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８月～１２月実施分）（５８回目）
3,488,512

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６２回目）
722,264

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（６０回目）
1,883,834

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月実施分）（６４回目）
389,386

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「高齢者医療・福祉法令解釈要覧」追録１５５～１５６号にかかる買入経費の支出について
10,121

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（６６回目）
352,278

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１月実施分）（５９回目）
2,022,196

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（６０回目）
488,760

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（大正区社協・第１回）の支出について
477,479

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（西区社協・第１回）の支出について
90,182

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分４回目）
1,373,053

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１回目）
27,700

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（６５回目）
870,140

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第４四半期分）
5,496,500

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１２月実施分）（６１回目）
501,240

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分２回目）
1,132,711

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（７０回目）
339,258

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（１月分）
2,756,442

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第４四半期分）
1,760,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（１月分）
197,532

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１月稼働分）の支出について
6,645,196

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（６９回目）
414,766

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（１月稼働分）の支出について
4,047,570

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（１月分）
576,828

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 役務費　通信運搬費 パブリック・コメント意見募集にかかる料金受取人払郵便料金の支出について
1,742

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 パブリック・コメント意見募集にかかる料金受取人払郵便料金の支出について
1,742

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～１月実施分）（６７回目）
386,002

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１１月分６回目）
240,291

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１２月分５回目）
241,198
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福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６３回目）
996,308

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７２回目）
352,278

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 高齢者住宅改修費給付事業のアンケート発送にかかる郵送料（返信分）の支出について
2,736

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（１月分）
11,155

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６２回目）
1,558,680

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 高齢者相談支援サポート事業及び地域包括支援センター連絡調整事業受託法人選定会議の開催及び同所要経費の支出について
41,565

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分１回目）
25,592,160

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分２回目）
1,831,334

福祉局 高齢福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１２月分）
13,018,800

福祉局 高齢施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成27年2月分）
226,993,759

福祉局 高齢施設課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮1月分）
144,990

福祉局 高齢施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（1月分）
111

福祉局 高齢施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（1月分）
5,547

福祉局 高齢施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（1月分）
24,351

福祉局 高齢施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（1月分）
292,511

福祉局 高齢施設課 平成27年02月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（1月分）
1,480

福祉局 高齢施設課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 市有地の使用に係る各区分所有者との契約に伴う法律相談費用の支出について
27,000

福祉局 高齢施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年１１月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
27,176

福祉局 高齢施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成２６年１０月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
25,708

福祉局 高齢施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
6,202

福祉局 高齢施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム機械警備及び巡回警備業務にかかる経費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
187,920

福祉局 いきがい課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市立老人福祉センター管理運営状況評価に係る専門委員による意見聴取係る経費の支出について
96,030

福祉局 いきがい課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　１２月分（機械警備用）
3,012

福祉局 いきがい課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　１月分（機械警備用）
2,504

福祉局 いきがい課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（12月分）の支出について
11,416,114

福祉局 いきがい課 平成27年02月10日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ旭に係る樹木伐採等業務委託の経費の支出について
108,000

福祉局 いきがい課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭電気代の支出について　１月分（機械警備用）
1,418

福祉局 いきがい課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　１月分（機械警備用）
978

福祉局 いきがい課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（１月分）
29,554

福祉局 いきがい課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金の支払について（上半期：北区　クラブ温泉外２９０箇所）
12,615,450

福祉局 いきがい課 平成27年02月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物搬出運搬業務委託の経費の支出について
745,200

福祉局 いきがい課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　１月分（機械警備用）
2,504

福祉局 いきがい課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市敬老優待乗車証データ連携の伝送化対応業務委託の経費の支出について
213,840

福祉局 いきがい課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（１月分）の経費の支出について
70,281

福祉局 いきがい課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１２月分）の支出について
539,531

福祉局 いきがい課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ浅香に係る樹木伐採等業務委託の経費の支出について
226,800

福祉局 いきがい課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２６年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（１月分）経費の支出について
11,378

福祉局 いきがい課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金１２月分）の支出について
436,598,618

福祉局 いきがい課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホームにしはま荘電気代の支出について　１月分（機械警備用）
4,904

福祉局 いきがい課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（１月分）の支出について
423,741

福祉局 いきがい課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費の支出について（２月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（12月分）
32,913

福祉局 介護保険課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（12月分）
182,206

福祉局 介護保険課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１月分還付金の支出について（口座、歳出）
600,482

福祉局 介護保険課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
960,000

福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（12月分）
34,679

福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（12月分）
4,720

福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（12月分）
2,593
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福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
84,823

福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（12月分）
26,157

福祉局 介護保険課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（12月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(1月分)
57,931

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(1月分)
7,428

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料口座振替済のお知らせハガキ外１点の作成にかかる経費の支出について
675,702

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（12月分）
154,609

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(1月分)
41,115

福祉局 介護保険課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
60,480

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（12月分）
103,106

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１２月審査分）
1,589,339

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 第三者行為求償用の事務委託料の支出について
20,216

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（12月分）
433,153

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
68,040

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１２月審査分）
154,542

福祉局 介護保険課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、年金保険者還付の支出について（警察共済、歳出）
5,500

福祉局 介護保険課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（12月分）
785

福祉局 介護保険課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（12月分）
4,345

福祉局 介護保険課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑥)
28,380

福祉局 介護保険課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分【他】②)
48,600

福祉局 介護保険課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分【他】①)
139,320

福祉局 介護保険課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（１２月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（１２月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分④)
19,440

福祉局 介護保険課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑩)
3,300

福祉局 介護保険課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
51,840

福祉局 介護保険課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑨)
110,114

福祉局 介護保険課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑤)
12,960

福祉局 介護保険課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑦)
61,560

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
262,837

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度９月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,328

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
851,218

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
191,550

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度９月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
80,128

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
77,112

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分）
171,080

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
71,280

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑧)
32,832

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、1月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
26,300

福祉局 介護保険課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、1月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
6,800

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
991

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第53回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
78,570

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第2回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
49,685

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第53回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
3,800

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬の支出について（平成２６年１２月分追給）
18,336

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
5,489

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
59,947,829

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
39,413,124
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福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
152,380,596

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（１月支給決定分）
268,504

福祉局 介護保険課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１月分還付金の支出について（口座、歳出）
293,875

福祉局 介護保険課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
76,680

福祉局 介護保険課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑪)
7,560

福祉局 介護保険課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用 介護保険関係法令事務便覧 追録第２９４－２９６号の購入にかかる経費の支出について
83,880

福祉局 介護保険課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１２月分）
60,777,840

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
4,059,612

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬の支出について（平成２６年１２月分追給②）
23,038

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用　ホチキス針の買入にかかる支出について
77,760

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
56,160

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（１月分）
23,370,197

福祉局 介護保険課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分⑫)
7,240

福祉局 介護保険課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市介護保険システム改修業務（統合基盤システム対応）に係る所要経費の支出について
33,048,540

福祉局 介護保険課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市介護保険システム改修業務（他システム再構築に伴う対応）に係る所要経費の支出について
35,520,768

福祉局 介護保険課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
68,040

福祉局 介護保険課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
19,440

福祉局 介護保険課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(12月分【他】③)
29,160

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成27年1月分）
27,436

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
1,260

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成27年1月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成27年1月審査分）
69,377

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
27,080

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（1月分）
1,669,941

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成27年1月分）
53,564

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１月分）
33,264

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１２月分)
942,840

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年1月審査分）
15,828,226,211

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年1月審査分）
1,316,395,299

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成27年1月審査分）
283,152,708

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成27年1月審査分）
540,477,380

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成27年1月審査分）
2,863,736

福祉局 介護保険課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
5,754

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２７年１月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２７年１月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
28,406,935

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（１月分）
232,940

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
76,680

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成27年1月分）
2,408

福祉局 介護保険課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成27年1月分）
39,139

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第54回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
52,380

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第54回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
2,240
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福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
2,102,735

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
279,698

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
602,517

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
8,938,420

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託にかかる委託料の支出について（１２月分）
89,419

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(2月分)
29,325

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(2月分)
14,378

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
722,392

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（1月分）
8,276,682

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１月分）
85,320

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（１月分）
75,558,743

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１２月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１２月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成26年度　放射線被爆線量測定業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）１０月～１２月分
5,961

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
29,268

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　そう快綿棒　外１点　買入（単価契約）１２月分経費の支出について
37,422

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
43,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　そう快綿棒　外１点　買入（単価契約）１２月分経費の支出について
19,440

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
236,686

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
159,656

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
25,596

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１２月分経費の支出について
455,502

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）１２月分経費の支出について
568,398

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　箸ほか２点の買入及び経費の支出について
34,560

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　検査試薬（クイックナビ）購入経費の支出について
33,480

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
6,264

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
621,464

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ）購入経費の支出について
6,696

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇ　外２点）購入経費の支出について
39,861

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
2,784,391

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ１０８人参養栄湯エキス顆粒　外１点）購入経費の支出について
25,220

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
4,595

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２６年度第８回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（１２月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第３０回日本静脈経腸栄養学会学術集会参加にかかる旅費の支出について
2,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
1,302,312

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
1,432,073

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
1,614,589

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）１２月分経費の支出について
1,810,771

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１２月分経費の支出について
1,996,945

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２６年度看護師研修　老年看護２「高齢者の理解と看取り」参加にかかる旅費の支出について
320

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 大阪市立弘済院　求人広告制作及び掲載業務にかかる経費の支出について
86,400

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 大阪市立弘済院　求人広告制作及び掲載業務にかかる経費の支出について
86,400

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　合同就職説明会へのブース出展及び同所要経費の支出について
194,400

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年１月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（１月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年１月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年１月分）
663,975
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福祉局 弘済院管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか１６点の買入及び経費の支出について
17,178

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか１６点の買入及び経費の支出について
7,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１１月分経費の支出について
12,852

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか１６点の買入及び経費の支出について
37,152

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１１月分経費の支出について
239,947

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院事業用　ボイラー保守点検業務委託料の支出について（完納）
177,660

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 第２回大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム指定管理予定者選定会議にかかる報償金の支出について
86,705

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　市内出張交通費等の支出について　１月分
800

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　１月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（１月分）
1,404,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金１月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　合成樹脂線ぴほか９点の買入及び経費の支出について
93,366

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　合成樹脂線ぴほか９点の買入及び経費の支出について
3,034

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
12,798

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
463

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
17,575

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２７年１月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２７年１月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
8,973

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
2,994,494

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
14,571

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
3,492

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
183,006

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１月分経費の支出について
98,334

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
5,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
3,494,605

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（１月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分　第４回中間払い）
169,516

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　平成27年1月分
28,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入経費の支出について（１月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について（平成２７年１月分）
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
9,806

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　「おおさか抑制のない高齢者ケア研究会」への参加経費の支出について
1,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（１月分）追給分
78,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（１月分）
2,343

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　富士セプロスＭ用処理液キット　外３点買入（単価契約）の１月分経費の支出について
71,820

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　富士セプロスＭ用処理液キット　外３点買入（単価契約）の１月分経費の支出について
488,370

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　電離放射線測定業務委託にかかる委託料の支出について（１月分）
56,160

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（１月分）
734

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について（平成２７年１月分）
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（１月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　ノートパソコン　買入にかかる経費の支出について
193,104

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
37,001

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　大便器補修用部品ほか９点の買入及び経費の支出について
9,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
3,479
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福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　大便器補修用部品ほか９点の買入及び経費の支出について
29,538

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　安楽枕購入経費の支出について
23,220

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　細隙灯顕微鏡用ハロゲンランプ（予備用）購入経費の支出について
11,448

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　大便器補修用部品ほか９点の買入及び経費の支出について
22,734

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　介助グローブ購入経費の支出について
14,342

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　細隙灯顕微鏡用ハロゲンランプ購入にかかる経費の支出について
6,393

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　１月分の支出について
12,418

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　医療器具洗浄装置修理にかかる経費の支出について
36,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について
117,244

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
29,959

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
30,250

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
252,082

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院医療用　ギプスカッター購入にかかる経費の支出について
153,360

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　１月分
49,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　１月分
25,587

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１月分
34,862

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１月分
105,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１月分
2,012

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　１月分
137,700

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　１月分
120,871

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　１月分
71,216

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
9,062

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
3,062

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　洗浄ハイター　買入
4,870

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　熱中症インフルエンザ警告温湿度計　買入にかかる経費の支出について
1,404

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（平成２７年２月分）
32,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　１月分
13,610

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　食器洗浄機修繕経費の支出について
66,657

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
3,542

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
154,429

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）１月分経費の支出について
267,246

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）１月分経費の支出について
104,224

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）平成２７年１月分経費の支出について
171,028

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（１月分）
10,264

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について
16,066

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用「地方財務実務提要」追録購入経費の支出について
2,263

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　１月分
26,055

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２６年度第９回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（２月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 家族の会　外部講師講演にかかる講師謝礼金について
23,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費１月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
35,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（１２・１月分）の支出について
12,388

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　知覚計　針先　買入にかかる経費の支出について
2,916

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）１月分経費の支出について
212,284

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）１月分経費の支出について
354,736

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
135,432

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠４ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
72,414
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福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
115,743

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（モーラステープ７×１０ｃｍ７枚）（単価契約）１月分経費の支出について
149,644

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アミティーザカプセル２４μｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
62,121

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
162,399

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ベリチーム配合顆粒）購入経費の支出について
3,888

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
107,827

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
195,799

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
366,120

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
3,726

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
242,028

福祉局 弘済院管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 過年度支出にかかる歳入還付について
22,150

福祉局 診療所 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（１２月分）
28,644

福祉局 診療所 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（１２月分）
1,679

福祉局 診療所 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用感染性産業廃棄物処理業務（固形物処分）委託料の支出について（平成２６年１２月分）
3,888

福祉局 診療所 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用感染性産業廃棄物処理業務（固形物収集運搬）委託料の支出について（平成２６年１２月分）
3,753

福祉局 診療所 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 診療所業務用平成２６年度医師会費の支出について
136,000

福祉局 診療所 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２６年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（１月分）
38,653

福祉局 診療所 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第１８回発達障害支援医学研修への出席に伴う出張及び同所要経費の支出について
43,120

福祉局 診療所 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第３８回日本高次脳機能障害学会学術総会への出席に伴う出張および同所要経費の支出について
59,420

福祉局 診療所 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（１月分）
4,196

福祉局 診療所 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成26年度特定健診代行入力業務委託契約にかかる所要経費の支出について（１０月提出～１２月提出分）
8,424

福祉局 診療所 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（１月分）
29,506

福祉局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託の支出について（第3四半期分）
379,728

福祉局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託の支出について（第3四半期分）
202,176

福祉局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成26年12月分）
24,659

福祉局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
4,594

福祉局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
383

福祉局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成26年11月分）
153

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
4,846

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
38,000

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター訪問診断事業用車両定期整備（継続検査）経費の支出について
55,760

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成26年12月分）
3,068

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 継続検査用自動車重量税等の支出について（訪問診断事業用車両「なにわ800さ2896」）
1,800

福祉局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税等の支出について（訪問診断事業用車両「なにわ800さ2896」）
32,400

福祉局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等空調機フィルター交換業務委託にかかる経費の支出について
287,712

福祉局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等空調機フィルター交換業務委託にかかる経費の支出について
36,288

福祉局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年11月分）
47,053

福祉局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用蛍光ランプ外6点買入にかかる経費の支出について
36,417

福祉局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用衛生用品の買入について
31,017

福祉局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
49,282

福祉局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（平成27年1月）
408,240

福祉局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（27年1月分）
330,026

福祉局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入にかかる支出ついて（27年1月分）
7,980

福祉局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２６年１２月分）
20,210

福祉局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（27年1月分）
26,374

福祉局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障害者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（１月分）
14,305

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成27年1月分）
21,859

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査の実施並びに同所要経費の支出について
10,251
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福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（1月分）
12,342

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査の実施並びに同所要経費の支出について
2,100

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（1月分）
12,099

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等簡易専用水道定期検査の実施並びに同所要経費の支出について
609

福祉局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（1月分）
1,911

福祉局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用園芸用品一式買入にかかる経費の支出について
14,623

福祉局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用水性塗料外6点買入にかかる経費の支出について
10,087

福祉局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等水質検査にかかる経費の支出について
11,960

福祉局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等水質検査にかかる経費の支出について
2,449

福祉局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等水質検査にかかる経費の支出について
711

福祉局 相談課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２６年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
2,160

福祉局 相談課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２６年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
2,280

福祉局 相談課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　平成２６年度近畿ブロック身体障害者更生相談所長・職員合同研修会及び職員研究協議会の出席にかかる経費の支出について
2,280

福祉局 相談課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 知的障がい者相談・判定事業用　平成２６年度　自閉症支援専門研修会参加にかかる出張命令及び経費の支出について
39,990

福祉局 相談課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 知的障がい者相談・判定業務用　平成２６年度　自閉症支援専門研修会にかかる経費の支出について
1,000

福祉局 相談課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年12月）
336,105

福祉局 相談課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成26年12月）
7,340

福祉局 相談課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成27年1月）
48,015

福祉局 相談課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成27年1月）
1,480

福祉局 相談課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　第２回補装具判定専門員会参加及び同所要経費の支出について
28,900

福祉局 相談課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　検査用紙の買入及び同経費の支出について
107,730

建設局 管理部管理課 平成27年02月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１２月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成27年02月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１２月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年02月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用(ＩＰ電話)の支出について（１０月・１１月・１２月分）
1,240

建設局 管理部管理課 平成27年02月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）桜橋駐車場
883,247

建設局 管理部管理課 平成27年02月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１２月分）長堀駐車場等
16,022,763

建設局 管理部管理課 平成27年02月06日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１９６６)
834

建設局 管理部管理課 平成27年02月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９６５）
5,068

建設局 管理部管理課 平成27年02月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９６４）
2,975

建設局 管理部管理課 平成27年02月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１８８３）
278

建設局 管理部管理課 平成27年02月09日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号1９５０
1,951

建設局 管理部管理課 平成27年02月13日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について(受付番号１９６７)
1,142

建設局 管理部管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成26年12月分）の支出について
4,790

建設局 管理部管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成26年11月分）の支出について
3,849

建設局 管理部管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料道路回数券払戻に係る支出経費について（受付番号１９２３）
6,239

建設局 管理部管理課 平成27年02月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成27年02月26日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 菅原城北大橋有料道路回数券払い戻し業務に係る郵便料金の支払いについて（１月分）
21,571

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）ＡＴＣ駐車場
20,274

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）中央区役所駐車場等
72,547

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）十三駐車場等
2,823,756

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）ＯＣＡＴ駐車場
43,908

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）長居公園地下駐車場
122,090

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
621,196

建設局 管理部管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）船場パーキング
381,660

建設局 測量明示課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検修繕経費の支出について
97,200

建設局 測量明示課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量業務用トナーカートリッジほか１１点買入経費の支出について
186,840

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
218,885
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建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２７年３月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
53,128

建設局 路政課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１２月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１２月分）の支出について①
28,042

建設局 路政課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（１２月分）
235,162

建設局 路政課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（１２月分）
12,312

建設局 路政課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（１月分）の支出について
7,069

建設局 路政課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 「かたづけ・たい」活動用　手帳ほか１点　印刷経費の支出について
167,767

建設局 路政課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 「かたづけ・たい」活動用　手帳ほか１点　印刷経費の支出について
33,782

建設局 路政課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 放棄車両リサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（１月分）
2,510

建設局 路政課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（１２月分）
8,502

建設局 路政課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 「かたづけ・たい」活動用腕章の買入経費の支出について
81,972

建設局 路政課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪駅前地下道不正使用防止及び是正巡回警備業務委託の経費に係る第７回中間精算金（１２、１月分）の支出について
2,185,920

建設局 路政課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路不正使用物件運搬・処分等業務委託（緊急）の経費に係る支出について（契約変更）
2,160,000

建設局 路政課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る明渡補償費の支出について（４７）
6,915,400

建設局 路政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 「かたづけ・たい」活動用帽子の買入経費の支出について
80,352

建設局 路政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（１月分）
2,479

建設局 路政課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２７年１月分）
6,502

建設局 自転車対策課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（１２月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２６年度萩ノ茶屋駅自転車駐車場警備業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
349,723

建設局 自転車対策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　自転車等放置禁止区域周知看板ほか３点買入にかかる経費の支払いについて
396,360

建設局 自転車対策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（１月分）
26,934,561

建設局 自転車対策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支払いについて（１月分）
19,828

建設局 自転車対策課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　啓発指導員用腕章買入にかかる経費の支払いについて
109,296

建設局 自転車対策課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　自着シール式警告エフ印刷にかかる経費の支払いについて
264,384

建設局 自転車対策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（１月）
11,840

建設局 自転車対策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 北浜駅外3自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
5,941,840

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（１月分）
9,770

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（１月分）
4,161,240

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（１月分）
1,153,440

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,167,640

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,447,280

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,687,120

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,228,120

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（１月分）
935,280

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（１月分）
3,924,720

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,154,600

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（１月分）
2,299,320

建設局 自転車対策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（１月分）
1,407,240

建設局 工務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（１２月分）
139,593

建設局 工務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年１月分）の支出について
4,022

建設局 工務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年１月分）の支出について
1,341

建設局 工務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年１月分）の支出について
2,682



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

建設局 工務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業業務用　ヘルメットほか１点買入経費の支出について
74,196

建設局 工務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　近畿地区技術管理等主管課長会議並びに近畿地区技術管理協議会にかかる管外出張旅費の支出について
23,320

建設局 工務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（３方開トラック）（パワーリフト付き）２台分）
34,700

建設局 工務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両買入に伴う自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（軽自動車（３方開ダンプトラック）３台分）
52,050

建設局 工務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 高規格道路照明灯（スーパー防犯灯）緊急通報装置の保守点検にかかる分担金の支出について
2,025,487

建設局 工務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）道路照明灯設置工事－２の工事前払金の支出について
2,190,000

建設局 工務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度第１回直営業務技術研修に伴う南港埋立地の行政（普通）財産使用承認にかかる土地賃借料の支出について
46,603

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 平成26年度 大阪迎賓館空調設備点検整備業務委託の精算金の支出について
399,600

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 直営作業用　プロパンガス第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
151,632

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　川砂第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
101,898

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　セメント第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
99,792

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　常温混合合材第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
206,388

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　アスファルト乳剤第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
313,200

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　高分子強化型常温混合合材（全天候型）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
1,344,870

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生クラッシャーラン第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
101,088

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（東部）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
894,240

建設局 工務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 中之島ガーデンブリッジ外2ライトアップ改修工事に伴うLED照明灯具の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
71,760

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
363,117

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
14,054

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
122,034

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（東成）道路照明灯設置工事－2の工事精算金の支出について
3,157,920

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
28,108

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
17,461

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
99,046

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
125,506

建設局 工務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成26年度公共事業労務費調査業務委託-2における委託料の支出について
363,117

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路橋梁総合管理システム・下水道総合情報システム用　インクタンク外７点買入経費の支出について
293,760

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市内一円直営作業発生廃油等産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
1,447,200

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市内一円直営作業発生がれき類等産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
8,424,000

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度1月分）
234,106

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度1月分）
116,316

建設局 工務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 国道479号（鷹合）道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
5,077,080

建設局 工務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年１月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）定検整備（定期点検）にかかる経費の支出について（不足分）
4,130

建設局 工務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年１月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年１月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　のり付点字タイル（道路）買入に係る経費の支出について
52,920

建設局 工務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（北部）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
726,624

建設局 工務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（南部）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
464,940

建設局 工務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（西部）第３四半期概算（道路）買入経費の支出について
650,754

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
46,797

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
981,720

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市内一円直営作業発生廃プラ類等産業廃棄物処理業務委託の委託料精算金の支出について
561,600

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
507,676

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
3,520

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
346,680
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建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
112,817

建設局 工務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（1月分）
98,736

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（１月分）の支出について
46,170

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
745,200

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
635,040

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（１月分）
63,065

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
228,644

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（１月分）
86,233

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
102,498

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（１月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 十三間川住之江橋(滝山)ポンプ場改修工事の動力制御盤・引込開閉器箱の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
46,280

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第４回中間金の支出について
267,840

建設局 工務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第５回中間金の支出について
113,400

建設局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について（平成26年12月分(1月請求))
85,739

建設局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成26年12月分(1月請求))
311,529

建設局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
143,650

建設局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録第３２８号ほか３点買入経費の支出について
17,065

建設局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（１月分）の支出について
3,314

建設局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８３７－８３９号ほか４点買入経費の支出について
130,265

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年1月分(2月請求))
2,180,583

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年1月分(2月請求))
4,719

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(平成27年3月分(2月請求))
71,282

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成27年2月分(2月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について(平成27年3月分(2月請求))
31,761,696

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成27年3月分(2月請求))
26,932

建設局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について(平成27年3月分(2月請求))
31,174

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年1月分(2月請求))
11,988

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成27年1月分(2月請求))
44,269

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年1月分(2月請求))
43,956

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成27年1月分(2月請求))
59,107

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成27年2月分(2月請求))
6,000

建設局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
266,613

建設局 職員課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「改訂小型車両系建設機械運転者教本（解体用）特別教育用テキスト」ほか2点買入にかかる経費の支出について
90,180

建設局 職員課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用「改訂小型車両系建設機械運転者教本（解体用）特別教育用テキスト」ほか2点買入にかかる経費の支出について
2,160

建設局 職員課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費平成26年12月分の支出について
5,497

建設局 職員課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「丸のこ等取扱作業の安全」買入にかかる経費の支出について
148,320

建設局 職員課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用「丸のこ等取扱作業の安全」買入にかかる経費の支出について
2,000

建設局 職員課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用　第一種電気工事士定期講習にかかる所要経費の支出について
432

建設局 職員課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　第一種電気工事士定期講習にかかる所要経費の支出について
17,000

建設局 職員課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 日雇労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成26年12月・平成27年1月）
132,250

建設局 職員課 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　外傷救急薬ほか28点買入（その２）買入に係る経費の支出について
415,341

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
11,884

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
41,946

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
20,593

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
60,545

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
36,572

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
17,226

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１１月分にかかる経費の支出について
12,565
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建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
13,694

建設局 経理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）12月分買入経費の支出について
6,847

建設局 経理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１２月分
19,610

建設局 経理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１２月分）
7,245

建設局 経理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１２月分
230,485

建設局 経理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)１２月分
18,588

建設局 経理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成25年度決算検査報告に関する説明会にかかる管外出張費の支出について
28,840

建設局 経理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１２月分　単価契約）
296,943

建設局 経理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用台所用水石鹸買入経費の支出について
5,054

建設局 経理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１２月分　単価契約）
116,610

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１２月分）にかかる買入経費の支出について
4,834

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１２月分）
21,521

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１２月分）
11,209

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
28,886

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
156,846

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１２月分）
199,251

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（２月分）
9,520

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
4,298

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１２月分）
199,154

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１２月分）にかかる買入経費の支出について
23,587

建設局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（２月分）
52,520

建設局 経理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
1,165,761

建設局 経理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
2,268,935

建設局 経理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分　単価契約）
38,688

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－２）
13,200

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
37,402

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
35,668

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか６３点買入経費の支出について
323,287

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－２）
7,590

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか９６点買入経費の支出について
274,225

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
179,968

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－２）
2,160

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（1月分－２）
39,000

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか６３点買入経費の支出について
15,012

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
11,286

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか９６点買入経費の支出について
179,437

建設局 経理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか６３点買入経費の支出について
91,724

建設局 経理課 平成27年02月19日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１２月分にかかる経費の支出について
22,238

建設局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
720

建設局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（２月分)
78,000

建設局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（２月分)
15,000

建設局 経理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－１）
1,236

建設局 経理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　１月分　単価契約）
345,600

建設局 経理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－１）
43,500

建設局 経理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－１）
6,008

建設局 企画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）１月分の支出について
5,981

建設局 企画課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）１月分の支出について
640

建設局 企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国アセットマネジメント担当者会議にかかる会費の支出について
1,000
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建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２６年　１２月分）
398,476

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成２６年１２月分）
10,602

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分　道路管理費）
167,756

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２６年　１２月分）
115,898

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２６年　１２月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
45,286

建設局 道路部調整課 平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２６年　１２月分）
1,646,589

建設局 道路部調整課 平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成26年度安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払の支出について（１２月分）
3,012,120

建設局 道路部調整課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江区第8905号線（大和川通）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
41,260,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２６年　１２月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１１月分）
64,502

建設局 道路部調整課 平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－２（変更）の精算金の支出について
2,433,203

建設局 道路部調整課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１１月分）
48,890

建設局 道路部調整課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東淀川区第279号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
8,506,080

建設局 道路部調整課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１１月分）
10,902

建設局 道路部調整課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第8324号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
7,510,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第8324号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
490,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度全国街路事業促進協議会「役員・幹事及びブロック代表世話人合同会議」への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,840

建設局 道路部調整課 平成27年02月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２７年１月分）
367,991

建設局 道路部調整課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 城東区第２６４７号線歩道設置工事の工事費精算金の支出について
18,307,720

建設局 道路部調整課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第71号線（堺筋）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
21,140,560

建設局 道路部調整課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 新大阪駅北歩道橋外１補修工事の工事費前払金の支出について
31,030,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年１月分）
52,451

建設局 道路部調整課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 淀川左岸線（２期）と淀川堤防の一体構造物設計業務委託の委託料前払金の支出について
58,700,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 浪速区第８９５４号線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
11,028,400

建設局 道路部調整課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 浪速区第８９５４号線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
571,560

建設局 道路部調整課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線外１舗装新設その他工事－１２の工事費前払金の支出について
22,480,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度当初予算（案）等に関する都道府県・政令市意見交換会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（調整課・道路課道路維持担当）
57,980

建設局 道路部調整課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成27年度当初予算（案）等に関する都道府県・政令市意見交換会の出席にかかる管外出張旅費の支出について（橋梁課）
28,180

建設局 道路部調整課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成26年度全国アセットマネジメント担当者会議及び第26回アセットマネジメント担当者会議幹事会にかかる管外出張旅費の支出について
45,500

建設局 道路部調整課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費前払金の支出について
32,980,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度全国アセットマネジメント担当者会議の参加に伴う参加費用の支出について
1,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２７年　１月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（平成２７年　１月分）
2,951

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２（道路事業費）の工事精算金の支出について
13,812,120

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 歌島豊里線アンダーパス補修工事の工事費前払金の支出について
30,470,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度近畿地方整備局管内研修の受講におけるテキスト代の支出について
3,012

建設局 道路部調整課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２（橋梁事業費）の工事費精算金の支出について
36,969,480

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（平成２７年１月分）
240,137

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費
淀川左岸線（２期）事業に関する技術検討委員会の委員に対する技術的検討の経過及び内容の説明とそれに対する技術的指導の拝受にかかる管外出張旅費の支出に
ついて 67,760

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 大阪市都市計画道路地図データ整備業務委託の委託料精算金の支出について
2,376,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線舗装新設その他工事－10の工事費前払金の支出について
90,690,000
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建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－３の精算金の支出について
757,460

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 徳井町線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,161,640

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城公園駅歩道橋塗装工事の工事費精算金の支出について
16,121,440

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 国道479号(内環状線)舗装補修工事の工事費前払金の支出について
12,700,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 国道479号(内環状線)舗装補修工事の工事費前払金の支出について
400,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第1031号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,013,840

建設局 道路部調整課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第1031号線舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
569,160

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２７年　１月分）
30,969

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２７年２月分）
7,185

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
11,880

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道479号清水共同溝設置工事‐4に使用するセグメントシール・可橈セグメントの製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
50,110

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
11,880

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第３８８号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
3,520,640

建設局 道路部調整課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
5,940

建設局 道路部調整課 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）１月分の支出について
154,146

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年１月分）
1,388,541

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）１月分の支出について
42,586

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年１月分）
114,390,865

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成26年度安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間払の支出について（１月分）
3,011,040

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年１月分）
10,210

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 JR東海道線支線の現状及び課題説明にかかる管外出張旅費の支出について
57,680

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 街路事業用　外付けハードディスク 買入経費の支出について
21,168

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度歩道の安全対策に関する調査検討業務委託の委託料精算金の支出について
6,372,000

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 片町茨田線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
19,518,040

建設局 道路部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 片町茨田線舗装補修工事－２（科目追加）の工事費精算金の支出について
484,920

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（１２月分）
149,558

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（１２月分）
73,110

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（１２月分）
32,548

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿各府県河川管理担当者会議に係る管外出張旅費の支出について
12,660

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 報償費　報償金 第６回道頓堀川水辺利用検討会の開催にかかる報償金の支出について
64,020

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 報償費　報償金 第２回道頓堀川水辺空間利用にかかる管理運営予定者選定委員会の開催にかかる報償金の支出について
64,020

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月06日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 東横堀川浄化装置の照明灯の電気料金の支出について（１２月分）
237

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－９の工事費前払金の支出について
9,030,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（１月分）
2,701

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（１月分）
5,148

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（１月分）
793,800

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（１月分）
1,706

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（１月分）
25,471

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（１月分）
24,192

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（１月分）
15,475

建設局 下水道河川部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　負担金 淀川水系安威川安威川ダムに係る水源地域対策特別措置法第１２条第１項の負担に関する協定書に基づく平成２６年度負担金の支出について
278,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　1月分電話等料金の支出について
109,050

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
8,540

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１３）
1,760

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 市民対応用　住宅地図ほか４点買入経費の支出について
361,152

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ダンプトラック（なにわ８８０あ１１７１）外４点
105,360

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１１３８）外８点
169,700

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１２月分）その２
320
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１２月分）
8,056

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成27年1月分）
171,245

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,623

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,979

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
840

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１４）
50,110

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 直営作業用　小型振動ローラー定期自主検査にかかる経費の支出について
97,200

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ヘルメットほか１点買入経費の支出について
101,304

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場調査用　チェンソー用チェーン刃（根切り用）買入経費の支出について
49,680

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１１３８）外８点定検整備にかかる経費の支出について
99,360

建設局 田島工営所 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２６年１２月分）
3,822

建設局 田島工営所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
23,130

建設局 田島工営所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
19,800

建設局 田島工営所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
15,660

建設局 田島工営所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
200

建設局 田島工営所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
10,281

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（道路パトロールカー（なにわ800す1408）ほか12点定検整備
246,280

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用ドラムカートリッジほか１点買入経費の支出について
58,968

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　庁用器具費 事務用シュレッダー買入経費の支出について
170,532

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ごみ袋ほか１６点買入経費の支出について
80,838

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ごみ袋ほか１６点買入経費の支出について
84,996

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ごみ袋ほか１６点買入経費の支出について
40,932

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 市岡工営所庁舎清掃業務委託　長期継続　委託料の支出について（平成26年度 第1回中間払）
1,484,110

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
1,220

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 船舶整備用ディーゼルエンジンオイル買入経費の支出について
86,184

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 船舶整備用ディーゼルエンジンオイル買入経費の支出について
12,312

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用トナーカートリッジほか３点買入にかかる経費の支出について
572,400

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 事務用トナーカートリッジほか３点買入にかかる経費の支出について
180,468

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用トナーカートリッジほか３点買入にかかる経費の支出について
286,200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
30,674

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,124

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用フルハーネス安全帯ほか１点買入経費の支出について
92,340

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船船舶整備用シーリングほか２点買入経費の支出について
48,546

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期（単価契約）（1月分）の支出について
40,250

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（平成26年度第2回）委託料の支出について
34,621

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 委託料　委託料 河川・渡船管理事務所ほか２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（平成26年度第2回）委託料の支出について
231,286

建設局 市岡工営所 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
44,797

建設局 市岡工営所 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
24,030

建設局 市岡工営所 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
5,500

建設局 市岡工営所 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１２月分）
7,100

建設局 市岡工営所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
37,075

建設局 市岡工営所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,100

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 渡船「はるかぜ」、「桜」にかかる法定点検（中間検査）受検手数料の支出について
59,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
13,564

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
31,053

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,900

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,790
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建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
6,363

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（１月分）にかかる支出について
8,480

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）にかかる経費の支出について（１月分）
112,581

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（１２月使用分電気料金）
35,215

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金(ＮＴＴ12月分)にかかる経費の支出について
188,955

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１１月分）
5,160

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１４３６）修繕にかかる経費の支出について
17,658

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
431,632

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 旧南工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
15,876

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月04日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第３四半期分）
9,345

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 衛生管理用　平野工営所バコティンヒーター修繕にかかる経費の支出について
81,648

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全運転管理者等法定講習（平野工営所分）にかかる受講料の支出について（平成27年2月17日実施分）
4,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 大阪市平野区道路振動被害にかかる調停委任契約に基づく報酬にかかる経費の支出について（１月１７日分）
40,500

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（1月使用分ＫＤＤＩ）
5,678

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分）
16,172

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けん洗剤買入（その２）にかかる経費の支出について
98,496

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
25,693

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ１１６８）修繕にかかる経費の支出について
14,104

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ１１５５）修繕にかかる経費の支出について
15,638

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１４３）修繕にかかる経費の支出について
66,636

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 道路作業車（なにわ８８０あ１１５５）外５点定期整備にかかる経費の支出について
64,800

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について【道路パトロールカー（なにわ８００さ６１５８）外１０点定期整備】
207,360

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
1,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について【道路パトロールカー（なにわ８００さ６１５８）外１０点定期整備】
136,400

建設局 平野工営所 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年１２月分)の支出について
4,560

建設局 平野工営所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
27,442

建設局 平野工営所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,700

建設局 平野工営所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,000

建設局 平野工営所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
15,660

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　密閉型プラ樽買入にかかる経費の支出について
152,604

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,740

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所給湯用ラインポンプ修繕にかかる経費の支出について
119,880

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車輛整備用　チューブレスタイヤほか２点買入（その２）にかかる経費の支出について
186,840

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　雨合羽ほか６点買入にかかる経費の支出について
414,808

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（第３四半期）
490,805

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所機械警備業務委託　長期継続の経費の支出について（第３四半期）
15,876

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　長靴買入にかかる経費の支出について
24,591

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 車両整備用　自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について　自動車定期整備（なにわ８８０あ５４）ほか２３点
458,860

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 病気休職中の職員との面談・４回目にかかる管外出張旅費の支出について
5,760

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　カーバッテリーほか１点買入にかかる経費の支出について
40,132

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　熊手ほか２点買入にかかる経費の支出について
19,710

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務連絡用　自転車買入にかかる経費の支出について
33,891

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 事務連絡用　自転車買入にかかる経費の支出について
1,500

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（なにわ８８０あ１１５４）ほか１５点にかかる経費の支出について
174,960

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１４５）修繕にかかる経費の支出について
3,974

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１５４）修繕にかかる経費の支出について
1,015

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,618

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
52,230
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建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,067

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について(自動車定期整備（なにわ８８０あ１１５４）ほか１５点）
115,400

建設局 十三工営所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
44,499

建設局 十三工営所 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 平成２６年度第４０回甲種防火管理講習（平成２７年２月２４・２５日）の参加費の支出について
80

建設局 十三工営所 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度第４０回甲種防火管理講習（平成２７年２月２４・２５日）の参加費の支出について
8,000

建設局 十三工営所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
2,340

建設局 十三工営所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,920

建設局 十三工営所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,000

建設局 公園管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（１２月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北部方面公園事務所空調機器修繕経費の支出について
25,801

建設局 公園管理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１１月分）の支出について
23,140

建設局 公園管理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００さ７１０１）修繕経費の支出について
101,887

建設局 公園管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８８０あ３号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
13,878

建設局 公園管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９６４０号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
70,200

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽四ダンプ：なにわ880あ2373号車)
16,850

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480す1583号車外3台／なにわ480す1916号車外1台)
139,180

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四ダンプ10台分)
213,060

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四ダンプ10台分)
66,000

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480す1583号車外3台／なにわ480す1916号車外1台)
39,600

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽四ダンプ：なにわ880あ2373号車)
6,600

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　ミニバックホー（クボタＵ－１７）修繕（緊急）経費の支出について
46,872

建設局 公園管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料・自動車重量税印紙代・リサイクル料金の支出について(軽四ダンプ10台分)
61,500

建設局 公園管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用原動機付自転車及び特殊車輌にかかる自動車損害賠償責任保険加入に伴う自賠責保険料の支出について(原動機付自転車10台／特殊車輌7台)
204,180

建設局 公園管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　スプレーマム－１　ほか３５点（花博記念公園）買入経費の支出について
1,193,400

建設局 公園管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　パンジー－１　外８点　買入経費の支出について
160,920

建設局 公園管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　新今里公園ほか１公園健康遊具修繕経費の支出について
299,160

建設局 公園管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（10～11月分）
3,397,357

建設局 公園管理課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４５４６号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
31,536

建設局 公園管理課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地除草業務委託料の支出について（第３四半期分）
9,788,712

建設局 公園管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　硫酸アルミニウム　外１点　概算買入経費の支出について
527,256

建設局 公園管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度花博記念公園事務所管内一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
3,942,000

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽四14台分)
359,660

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽四14台分)
92,400

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　剪定鋸　ほか１０点　買入経費の支出について
231,120

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園多目的広場北東側給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
198,720

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東小橋公園身障者用便所洋式大便器修繕（緊急）経費の支出について
61,236

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　太子橋中公園ほか１公園複合遊具修繕経費の支出について
130,032

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　キリン舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
681,480

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四三方ダンプ（なにわ８８０あ３）修繕経費の支出について
64,368

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　支柱用杉丸太－１　ほか３点　買入経費の支出について
423,900

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　コンクリート製花壇縁石　ほか７点　買入経費の支出について
428,652

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１　外４点　買入経費の支出について
451,116

建設局 公園管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真砂土－１　外１点　買入（その２）経費の支出について
898,560

建設局 公園管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルノギス　ほか８９点　買入経費の支出について
532,440

建設局 公園管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００す１４５５）修繕（緊急）経費の支出について
299,392

建設局 公園管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園維持管理用　構内運搬車（大阪市き２３６）修繕（緊急）経費の支出について
263,946

建設局 公園管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
4,597,803

建設局 公園管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
9,326,880
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建設局 公園管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　立入禁止テープ　買入経費の支出について
426,384

建設局 公園管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　新田島公園複合遊具修繕経費の支出について
62,532

建設局 公園管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　不整地運搬車（ＡＸ８１Ｄ）修繕（緊急）経費の支出について
252,720

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（１月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地内警備業務委託料の支出について（12・１月分）
5,972,400

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（１月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　野中南公園ブランコ修繕経費の支出について
61,560

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　古市中公園ブランコ座板修繕経費の支出について
35,640

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度東部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
7,411,478

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度北部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
15,178,320

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,902,991

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度西部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,989,994

建設局 公園管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度北部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,100,520

建設局 公園管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９８３５号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
75,600

建設局 公園管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４５４７号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
40,500

建設局 公園管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度東部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,407,240

建設局 公園管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度南部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
2,177,280

建設局 公園管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
7,137,720

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 海老江東公園用地の取得に伴う不動産鑑定評価にかかる業務委託料の支出について
43,200

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　南京錠－１　外７点　買入（その２）経費の支出について
583,200

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　エアコンプレッサー　買入経費の支出について
16,740

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　防草シート　ほか１４点　買入経費の支出について
453,600

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　巽公園身障者用便所扉錠前修繕（緊急）経費の支出について
61,560

建設局 公園管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４１ち８９９１）修繕（緊急）経費の支出について
24,192

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（１月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託料の支出について（１月分）
447,044

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（１月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー買入（その６）経費の支出について
118,800

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　運行記録　印刷請負一式経費の支出について
65,232

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー買入（その６）経費の支出について
133,056

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桜之宮東公園複合遊具修繕経費の支出について
89,640

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　玉津公園ほか１公園ブランコ修繕経費の支出について
93,960

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか1点借入（再リース）にかかる経費の支出について（1月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）にかかる経費の支出について（１月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675・1月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676・1月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　江成公園ブランコ修繕経費の支出について
89,640

建設局 公園管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　十三公園ほか２公園便所修繕経費の支出について
300,240

建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
29,970

建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,980

建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　ホイルローダー特定自主検査整備（その２）経費の支出について
240,840

建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,594

建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園事業用　タクシー乗車料金の支出について
2,200
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建設局 公園管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度北部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
8,175,537

建設局 公園管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（１月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 動物園広報用　天王寺動物園カレンダー印刷請負一式経費の支出について
98,280

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１月分）の支出について
6,691

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　１月分
41,076

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年１月分）
56,160

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期）概算買入経費の支出について（平成２７年１月分）
179,625

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺大和川線用地の取得に伴う不動産鑑定評価にかかる業務委託料の支出について
43,200

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（平成２７年１月分）の支出について
83,354

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コンパクト型蛍光ランプ－１　ほか１５点　買入経費の支出について
647,784

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　パンジー－１　ほか４２点（東部方面）買入経費の支出について
529,200

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　禁止区域内ゴム式路面表示シート　買入経費の支出について
841,320

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　三国駅前公園複合遊具修繕経費の支出について
37,800

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　新トラ舎屋内展示場トップライトワイヤー修繕（緊急）経費の支出について
162,000

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　高所作業車特定自主検査整備経費の支出について
356,400

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（１月分）の支出について
35,597

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　平角－１　ほか８点　買入経費の支出について
1,177,200

建設局 公園管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真竹－１　ほか２点　買入経費の支出について
146,880

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　真田山公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
3,267,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　真田山公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
60,480

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　手数料 公園事業用　福島区海老江1丁目地内海老江東公園公共下水道築造工事に伴う事務監督費の支出について
79,488

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地施設補修工事の工事費の精算払いについて
4,160,640

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　玉津南公園ほか２公園フェンス改修その他工事の工事費の支払いについて
3,008,880

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　城北公園事務所管内施設補修工事の工事費の精算払いについて
1,709,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　城北公園事務所管内施設補修工事の工事費の精算払いについて
764,640

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西部方面公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
3,011,040

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西部方面公園事務所管内施設補修工事の工事費の支出について
3,042,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　十三公園事務所管内施設補修工事の工事費の精算払いについて
3,570,720

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　十三公園事務所管内施設補修工事の工事費の精算払いについて
766,800

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　普通旅費 公園事業用　平成２６年度　都市緑化技術研修会の参加に伴う旅費の支出について
38,070

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 公園事業用　平成２６年度　都市緑化技術研修会参加費及びテキスト代の支出について
3,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成２６年度　都市緑化技術研修会参加費及びテキスト代の支出について
14,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　中野町公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
2,300,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　桜川公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
2,200,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　扇町公園ほか１公園改修工事の工事費の前払い金の支出について
950,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　北部方面公園事務所ほか２公園事務所管内遊具補修工事の工事費の前払い金の支出について
1,650,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西部方面公園事務所ほか１公園事務所管内遊具補修工事の工事費の前払い金の支出について
1,800,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天神ノ森公園改修工事の工事費の支払いについて
2,125,440

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　天王寺動物園（ペンギン舎周辺）改修工事の工事費の精算払いについて
12,628,160

建設局 公園緑化部調整課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１１月分）の支出について
45,008

建設局 協働課 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 公園管理用　西成公園西筋線ほか１街路１街園植栽工事の工事費の支出（完成）について
4,672,080

建設局 協働課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（築港西児童遊園）
110,000

建設局 協働課 平成27年02月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 公園管理用　築港深江線ほか３街路植栽工事の工事費の支出（完成）について
2,598,480

建設局 協働課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（新和会児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（西鴫野３児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内公園樹維持工事－1の中間前払金の支出について
5,820,000

建設局 協働課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　大阪市グリーンコーディネーター第１３期生育成講習会講師謝礼金の支出について
30,120

建設局 協働課 平成27年02月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（睦児童遊園）
143,000
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建設局 協働課 平成27年02月23日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 公園管理用　津守阿倍野線街路植栽工事－３の前払金の支出について
600,000

建設局 協働課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査「公園・緑化に係る助成制度とその財源」に関する調査研究第2回検討会の出席に伴う出張及び旅費の支出について
28,500

建設局 協働課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（新夕凪児童遊園）
45,000

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２６年１２月分）の支出について
41,571

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２６年１２月分）の支出について
45,625

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園内警備業務委託料（第4回中間金）の支出について
5,598,898

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１２月分）/真田山公園事務所
6,970

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（１２月分）/東部方面公園事務所
18,500

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年１月分）の支出について
1,127

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年１月分）の支出について
622

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（１月分）
2,212

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２７年１月分）の支出について
84,834

建設局 東部方面公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／東部方面公園事務所
44,521

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２６年１２月分）
36,057

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（１２月分）／港・大正公園事務所
7,946

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２６年１２月分)
227,331

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／港・大正公園事務所
24,498

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（１月分）／港・大正公園事務所
8,661

建設局 西部方面公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（1月分）西部方面公園事務所
5,754

建設局 南部方面公園事務所 平成27年02月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）/南部方面公園事務所
13,010

建設局 南部方面公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第３四半期分）
702,742

建設局 南部方面公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用南部方面公園事務所の電気及び水道使用料の支出について（第３四半期分）
463,760

建設局 南部方面公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
51,366

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）北部方面公園事務所
20,567

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（12月分）
20,121

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（１２月利用分）の支出について
27,861

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）／城北公園事務所
5,004

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１２月分）/十三公園事務所
1,910

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（２月分）
76,349

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（１月分）
272,192

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（１月分）
6,944

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（12月利用分）の支出について
2,703

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
19,920

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
2,430

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／城北公園事務所
26,008

建設局 北部方面公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（１月分）」
28,888

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年１２月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
6,607,119

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成26年１２月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
835,016

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成26年１２月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
12,651,737

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１２月１３日から１２月３１日分）その３
3,275

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１２月１３日から１２月３１日分）その４
13,779

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１２月１３日から１２月３１日分）その２
1,135

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１２月１３日から１２月３１日分）
978

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１２月１３日から１２月３１日分）その５
3,254

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
65,930

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
1,711,885

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
3,225,873

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（１月分）
1,809,237



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(１月分)/花博記念公園事務所
13,406

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１月分）
42,106

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１月分）
1,093,305

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（２月分）
1,534,673

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（１月分）
5,240,848

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（１月分）
2,052

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（１月分）
369,093

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
51,134

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
39,528

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
510

建設局 花博記念公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
930

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，０００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
305,054

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１５，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
874,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１２月分）
257,999

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物園事業用　天王寺動物園カレンダーデザイン業務委託に係る支出について
299,808

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物園事業用　２０１５年国際種情報機構（ＩＳＩＳ）年会費の支出について
7,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　２０１５年国際種情報機構（ＩＳＩＳ）年会費の支出について
1,690,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（１月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１２月分）その２／天王寺動物公園事務所
2,520

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
95,256

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
324,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
2,073

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
399,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
1,176,508

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
190,056

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍赤虫概算１０ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
97,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肉食獣用ソーセージ概算４０箱購入（下半期）経費の支出について（１月分）
168,480

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６５０ｋｇ外５点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
1,340,215

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算６袋外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
65,880

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算７，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
279,135

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
17,928

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）キャットフード概算３０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
3,024

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
40,824

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（１月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（１月分）
3,566,160

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成２６年度天王寺動物園内臨床検査業務委託の支出について（１月分）
79,272

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１４０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算７，１００匹外３点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
165,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算３２０ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
52,358

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
14,904

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
19,595

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１５，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
534,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
402,138

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，３５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
529,200
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，５００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
382,287

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）モロコ概算１０ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
59,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算２５，０００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
81,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）小赤金魚概算１，３００匹購入（下半期）経費の支出について（１月分）
10,044

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用(動物飼料)シシャモ概算５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（１月分）
20,217

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，０００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
75,903

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
30,116

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　天王寺公園（旧売店跡水詮）にかかる水道料金の支出について（２月分）
1,121

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　天王寺公園（旧売店跡水詮）にかかる水道料金の支出について（２月分）
1,864

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
4,536

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
17,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２７年１月分）の支出について
5,130

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
6,652

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
35,700

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
4,500

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／天王寺動物公園事務所
1,850

建設局 西南方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
560,319

建設局 西南方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／西南方面公園事務所
4,905

建設局 西南方面公園事務所 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）／西南方面公園事務所
600

港湾局 財産活用担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 財産活用担当土地売却用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ400さ7683）の支出について
1,100

港湾局 財産活用担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 財産活用担当土地売却用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ400さ7683）の支出について
17,270

港湾局 財産活用担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 財産活用担当土地売却用　自動車継続検査受験諸費用（なにわ400さ7683）の支出について
21,600

港湾局 財産活用担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 財活ー４９　土地売却用　不動産鑑定評価依頼及び同経費の支出について
214,920

港湾局 財産活用担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 土地経営その他管理用　港湾局公募地関係に係る高松出張旅費について
14,720

港湾局 財産活用担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１月分）（財活－６８）
594

港湾局 財産活用担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（１月分）（財活－６８）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 測量業務用トータルステーション修繕にかかる見積査定費用の支出について
5,400

港湾局 財産活用担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 測量業務用トータルステーション修繕にかかる見積査定費用の支出について
5,400

港湾局 財産活用担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成27年1月分(第10回)
4,876

港湾局 財産活用担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 土地経営その他管理用　ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
3,720

港湾局 財産活用担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（3月分）
1,091

港湾局 財産活用担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 （土地売却用）臨管-48　小型貨物自動車継続検査整備業務委託にかかる経費の支出について
44,517

港湾局 財産活用担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 (土地売却用)財活―57　小型貨物自動車定期点検追加修繕にかかる経費の支出について
34,106

港湾局 財産活用担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（１月分）（財活－６６）
13,129

港湾局 財産活用担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
6,270

港湾局 財産活用担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
5,811

港湾局 開発調整担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 築港地区活性化事業施設維持管理用　大阪文化館・天保山の緊急補修工事にかかる分担金の支出について（その１）
1,166,400

港湾局 開発調整担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(１月分)の支出について
640

港湾局 開発調整担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(１月分)の支出について
640

港湾局 計画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続（平成２６年１２月分）に係る経費の支出について
49,500

港湾局 計画担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 計画担当業務用　地下鉄回数カード購入経費の支出について（平成２６年度）
9,000

港湾局 計画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局他への出張旅費の支出について（２/６　東京都千代田区他）
60,040

港湾局 計画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局他への出張旅費の支出について（２/６　東京都千代田区他）
29,530

港湾局 保全監理担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 工事用　平成26年度　請第5353号　港区第3突堤南物揚場補修工事（その1－2）に係る前払金の支出について
3,320,000

港湾局 保全監理担当 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）１２月分（設計）にかかる経費の支出について
13,422

港湾局 保全監理担当 平成27年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について〔工事車両用〕（H26.12.使用分）
1,440

港湾局 保全監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ぬ２０２０故障修繕の経費の支出について（港湾工事用車輌）
51,386

港湾局 保全監理担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当（設計）用　市内出張旅費の支出について（1月分）
5,970
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港湾局 保全監理担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 施設撤去用　平成26年度　請第7100号　もと南港中継基地土砂撤去工事設計変更の経費の支出について（完成払）
44,897

港湾局 保全監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 舗装補修用　請第5300号　此花大橋舗装補修工事設計変更の経費の支出について（完成払）
12,208,400

港湾局 環境整備担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　平成26年度もと南港中継基地解体撤去工事に伴う特別管理産業廃棄物収集運搬業務委託の支出について
162

港湾局 環境整備担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　平成26年度もと南港中継基地解体撤去工事に伴う特別管理産業廃棄物処分業務委託の支出について
7

港湾局 環境整備担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（１月分）の支出について
960

港湾局 環境整備担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 環境整備担当業務用　クリヤ－ポケットほか２３点買入にかかる支出について
27,410

港湾局 設備担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （47A-27）職員出張用　近接地等出張交通経費の支出について（玉掛け技能講習受講）
1,080

港湾局 設備担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－２２　機械担当業務用　蛍光ペンほか１３点買入にかかる経費の支出について
25,739

港湾局 設備担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－２３　機械担当業務用　白灯油買入にかかる経費の支出について
120,528

港湾局 設備担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）12月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
7,993

港湾局 設備担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請第3651号　新木津川大橋外２ヵ所道路情報板設備補修工事にかかる経費の支出について　電気工事用
3,834,000

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　シンナーほか１３点買入にかかる経費の支出について
54,324

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２８　港湾施設維持管理用　クレーン性能検査手数料（その３）にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　シンナーほか１３点買入にかかる経費の支出について
7,776

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 ４７Ｃ－２７　港湾施設維持管理用　クレーン性能検査手数料（その２）にかかる経費の支出について
28,700

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　シンナーほか１３点買入にかかる経費の支出について
96,444

港湾局 設備担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　シンナーほか１３点買入にかかる経費の支出について
130,140

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
9,558

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
15,498

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
31,622

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
60,242

港湾局 設備担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｿｹｯﾄほか56点買入にかかる経費の支出について
133,704

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却系統ＯＨキットほか１５点買入にかかる経費の支出について
218,875

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　燃料系統ＯＨキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
34,866

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　エレメントセットほか１０点買入にかかる経費の支出について
73,347

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却系統ＯＨキットほか１５点買入にかかる経費の支出について
53,110

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　救命浮環用ロープ買入にかかる経費の支出について
46,116

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　エレメントセットほか１０点買入にかかる経費の支出について
150,599

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却系統ＯＨキットほか１５点買入にかかる経費の支出について
22,035

港湾局 設備担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　燃料系統ＯＨキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
86,760

港湾局 設備担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　モノフレックスポンプほか１点買入にかかる経費の支出について
87,912

港湾局 設備担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－２５　機械担当業務用　自動膨張式救命胴衣ブラックほか２点買入（その２）にかかる経費の支出について
28,512

港湾局 設備担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営施工用　起重機借上げにかかる経費の支出について
101,520

港湾局 設備担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ピニオンギア仕組ほか６点買入れに係る経費の支出について
315,822

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却系統ＯＨキットほか３点買入にかかる経費の支出について
16,291

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
92,556

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　コンクリートブロックほか１点買入れに係る経費の支出について
31,320

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
18,284

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
18,285

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却系統ＯＨキットほか３点買入にかかる経費の支出について
11,372

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
23,717

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ボールベアリングほか８点買入にかかる経費の支出について
52,736

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
93,733

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｏリングほか４７点買入にかかる経費の支出について
38,880

港湾局 設備担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角穴付き皿ボルトほか８点買入れにかかる経費の支出について
166,644

港湾局 設備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角穴付ボルトほか１３点買入にかかる経費の支出について
4,440

港湾局 設備担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角穴付ボルトほか１３点買入にかかる経費の支出について
4,141
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港湾局 設備担当 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　六角穴付ボルトほか１３点買入にかかる経費の支出について
9,525

港湾局 設備担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 (設電-3)近接地等出張交通経費の支出について(近接地等出張用 平成27年1月分)
1,340

港湾局 設備担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 ４７Ｃ－３１　船舶維持管理用　船舶検査手数料（さきしま）にかかる経費の支出について
30,700

港湾局 設備担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　プロペラ軸ほか２点　買入れに係る経費の支出について
319,464

港湾局 設備担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食亜鉛板ほか２点買入にかかる経費の支出について
161,308

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　アルカリ乾電池ほか４点買入にかかる経費の支出について
15,228

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　アルカリ乾電池ほか４点買入にかかる経費の支出について
19,008

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 自動車維持管理用　設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる自動車継続検査受験諸費用の支出について
1,100

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる自動車継続検査受験諸費用の支出について
17,270

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 公課費　公課費 自動車維持管理用　設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる自動車継続検査受験諸費用の支出について
12,300

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板（６ｍｍ厚）ほか４点買入れに係る経費の支出について
40,824

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ノズルチップほか１点買入にかかる経費の支出について
36,082

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　アルカリ乾電池ほか４点買入にかかる経費の支出について
32,400

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 電気工事用　請第3650号　港区天保山運河東岸照明設備電源移設工事にかかる経費の支出について（完成払）
1,323,000

港湾局 設備担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板（６ｍｍ厚）ほか４点買入れに係る経費の支出について
218,646

港湾局 設備担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 （請第３６２８号）　咲洲（大阪府咲洲庁舎～ＡＴＣ間）ペデストリアンデッキ昇降機補修工事にかかる経費の支出について　電気工事用
907,200

港湾局 設備担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電気設備維持管理用　請第3435号　電気設備管理システム照明灯移行データ整備業務委託にかかる経費の支出について
6,804,000

港湾局 設備担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について(１月分)
217,054

港湾局 設備担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 港湾施設維持管理用　（完成払）　平成26年度　請第3109号　大阪文化館ヒートポンプチラー改修工事にかかる経費の支出について
25,406,000

港湾局 設備担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－３１　機械担当業務用　白灯油買入（その２）にかかる経費の支出について
104,976

港湾局 設備担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　排気管用ゴム継ぎ手ほか９点買入れに係る経費の支出について
88,344

港湾局 設備担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　排気管用ゴム継ぎ手ほか９点買入れに係る経費の支出について
90,936

港湾局 設備担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電気設備維持管理用　請第3470号　電球及び安定器等買入(単価契約)にかかる経費の支出について(第6回分)
516,520

港湾局 設備担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約1月分　鶴町電気事務所管理用)
14,254

港湾局 施設管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（１２月分）の支出について
5,449

港湾局 施設管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（１月分）（Ｈ26.12.1～Ｈ26.12.31）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（１月分）（Ｈ26.12.1～Ｈ26.12.31）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成26年度分　大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券の払戻しに関する支出事務委託経費（2月分）の支出について　トンネル維持管理用
7,000,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ26.12.1～Ｈ26.12.31）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内・近接地出張交通費の支出について（１２月分）施設管理担当用
3,270

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
29,810

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
74,615

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
14,924

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１２月分）（事務所等管理用）
255,907

港湾局 施設管理担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
22,385

港湾局 施設管理担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度請第9618号　平成26年度夢咲トンネル維持管理業務委託（第3回中間払）の経費の支出について　トンネル維持管理用
65,700,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成26年度　請第9610号　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理業務委託経費（第4四半期：1月請求分）の支出について　トンネル維持管理用
86,915,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 重量税等の納付に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
8,200

港湾局 施設管理担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険料の支出について（公用車維持管理用）
93,430

港湾局 施設管理担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 重量税等の納付に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
95,200

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（１月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 直営工事用　小型建設機械の借入にかかる経費の支出について
28,080

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第２電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成26年12月分）
396,122

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当普通特種自動車緊急修繕（その４）にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
24,732

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０６４号　緑地管理事務所機械警備業務委託（長期契約）（10月～12月分）の支出について
80,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（１２月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
140,400

港湾局 施設管理担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６３１５号　コスモスクエア海浜緑地不動産鑑定評価業務委託（不動産鑑定用）の支出について
687,960

港湾局 施設管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（１月分）の支出について
769,589
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港湾局 施設管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１月分）の支出について
1,303,475

港湾局 施設管理担当 平成27年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４、９０５－１、９０６号　自在クランプの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
357,210

港湾局 施設管理担当 平成27年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請９２２９号　単管パイプほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
963,900

港湾局 施設管理担当 平成27年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金１月分の支出について
1,151,947

港湾局 施設管理担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（１月分）の支出について
1,055,822

港湾局 施設管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　ケーブルタイ－１ほか18点買入にかかる経費の支出について
269,190

港湾局 施設管理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）　緑地維持管理用
560

港湾局 施設管理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０３、９１３－２号　表面加工コンクリート型枠用合板の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
46,656

港湾局 施設管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 直営工事用　小型建設機械の借入にかかる経費の支出について
28,080

港湾局 施設管理担当 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　フラットファイルほか２５点買入にかかる経費の支出について
126,173

港湾局 施設管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 緑地維持管理用　ドラム軽油購入費用の支出について（１月分）
47,400

港湾局 施設管理担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－４号　止め釘の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
22,680

港湾局 施設管理担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
34,884

港湾局 施設管理担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０３、９１３－２号　セパレーター１ほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
13,446

港湾局 施設管理担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 全自動洗濯機の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
4,752

港湾局 施設管理担当 平成27年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用（道路管理システム）　カラーインクジェットプリンタの買入
37,260

港湾局 施設管理担当 平成27年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１３－２号　足場安全ゴムバンドの買入にかかる経費の支出について（締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
7,020

港湾局 施設管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１月分）の支出について
6,899

港湾局 施設管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（１月分）の支出について
22,128

港湾局 施設管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１月分）の支出について
742,641

港湾局 施設管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（１月分）の支出について
2,133,989

港湾局 施設管理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ウォールフックほか４点の買入れにかかる経費の支出について（夢舞大橋維持管理用）
77,436

港湾局 施設管理担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４号　カラーコーンほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
40,500

港湾局 施設管理担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当普通特種自動車追加修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
5,205

港湾局 施設管理担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の支出について　緑地維持管理用　１月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（1月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（１月分）の支出について
125,581

港湾局 施設管理担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 灯油の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
205,200

港湾局 施設管理担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（１月分）の支出について（事務所等管理用）
204,774

港湾局 施設管理担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事用　バリカー－１ほか３点買入にかかる経費の支出について
399,470

港湾局 施設管理担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（１月分）（事務所等管理用）
255,907

港湾局 施設管理担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（１月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
45,360

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（１月分）の支出について
9,774,124

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（１月分）の支出について
972,451

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
150,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
70,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
3,960,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（１月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
810,000

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（１月分）の支出について
774,604

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）（その２）受検諸費用の支出について
3,600

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）（その２）受検諸費用の支出について
82,010

港湾局 施設管理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）（その２）受検諸費用の支出について
71,800

港湾局 振興担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（日刊海事プレス及び日刊ＣＡＲＧＯ）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
69,076

港湾局 振興担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　日本海事新聞2015年「新年号」クルーズ編への広告掲載業務委託の支出について
10,800

港湾局 振興担当 平成27年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　クルーズシンポジウムin横浜への出席に伴う出張旅費の支出について（振－２２）
56,480

港湾局 振興担当 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 報償費　報償金 客船クルーズ誘致受入業務用　「クルーズ客船受入業務委託」選定委員会にかかる委員報酬の支出について
32,010

港湾局 振興担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　食糧費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　プレステージクルーズインターナショナル視察受入にかかる経費の支出について（資金前渡）
68,000
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港湾局 振興担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（Marine2015新年号）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
43,254

港湾局 振興担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（クルーズ）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
108,000

港湾局 振興担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　プレステージクルーズインターナショナル視察受入にかかる経費の支出について（資金前渡）
6,500

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（12月分）の支出について（職員出張用）
180

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 事務用（振興担当）切手購入経費の支出について
4,998

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　客船誘致活動に伴う東京出張にかかる経費の支出について（振－２３）
30,810

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（12月分）の支出について（職員出張用）
2,000

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（12月分）の支出について（職員出張用）
3,050

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（12月分）の支出について（職員出張用）
5,740

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　マイアミでのクルーズコンベンション参加に伴う海外出張旅費の支出について（平成27年3月15日～22日　振（海）4)
614,540

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 初入港船歓迎記念品用　記念楯買入に係る経費の支出について
785,700

港湾局 振興担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 事務用（振興担当）切手購入経費の支出について
11,662

港湾局 工務担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 維持管理用　港湾施設の維持管理に関する技術講習会用出張旅費の支出について
28,840

港湾局 工務担当 平成27年02月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成26年12月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
381,910

港湾局 工務担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（1月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務処理用　事務用品購入にかかる経費の支出について
20,949

港湾局 工務担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 橋梁点検用　請第３７３０号　港湾の施設の維持管理計画策定に伴う橋梁点検調査業務委託にかかる経費の支出について（完成払）
41,559,600

港湾局 工務担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 橋梁点検用　請第３７３０号　港湾の施設の維持管理計画策定に伴う橋梁点検調査業務委託にかかる経費の支出について
1,371,600

港湾局 工務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２６年度　気象・海象観測通信機器設置契約の更新及び同賃料の支出について（3月分）
3,938

港湾局 工務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
1,200

港湾局 防災保安担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２６年１２月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（１２月分）　保安対策用
805

港湾局 防災保安担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 防災施設管理用　近接地旅費の支出について（平成２６年１２月分）
1,180

港湾局 防災保安担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（平成２６年１２月分）
31,644

港湾局 防災保安担当 平成27年02月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　軽特種自動車（なにわ８８０あ１２０４）故障修繕（その２）にかかる経費の支出について
12,916

港湾局 防災保安担当 平成27年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 防災保安用　地図の買入にかかる経費の支出について
96,120

港湾局 防災保安担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２７年１月分）
2,701

港湾局 防災保安担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２６年１２月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（１月分）の支出について
2,060

港湾局 防災保安担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（１月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２７年２月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　デジタルカメラほか１点の買入にかかる経費の支出について
55,080

港湾局 防災保安担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　救命衣交換用ボンベの買入にかかる経費の支出について
7,992

港湾局 防災保安担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 施設管理業務用　ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（平成２６年１２月分）
510

港湾局 防災保安担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（１月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
461,241

港湾局 防災保安担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
64,800

港湾局 防災保安担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 防災施設管理用　殺虫剤１ほか１点の買入にかかる経費の支出について
73,494

港湾局 防災保安担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　作業用牛皮手袋の買入にかかる経費の支出について
127,440

港湾局 防災保安担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 南港Ｃ６・７岸壁保安対策設備（センサー受信盤）修繕の経費の支出について（保安対策用）
292,680

港湾局 防災保安担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（１月分）
24,062,400

港湾局 海務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（１２月分）埠頭現場連絡用
146

港湾局 海務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　刈払機用チップソーほか１点買入にかかる経費の支出について
9,568

港湾局 海務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　丸型鋼管買入にかかる経費の支出について
12,744

港湾局 海務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営業務用　接着系アンカー買入にかかる経費の支出について
27,540

港湾局 海務担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　平成２６年度ポリマーセメント系断面修復材（下半期）買入（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回部分払い）
306,180

港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年12月分）の支出について　維－４
10,717

港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成26年12月分）の支出について　維－５
377
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港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（１２月分）の支出について
117,745

港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成26年12月分）
145,886

港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　コンプレッサーオイル買入にかかる経費の支出について
30,240

港湾局 海務担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成26年12月分）
15,381

港湾局 海務担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 海務担当（海務）業務用　市内出張に伴う交通費（12月分）の支出について
280

港湾局 海務担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　工業用ガス（１２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
5,119

港湾局 海務担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　超高輝度蓄光式テープ買入れにかかる経費の支出について
3,969

港湾局 海務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 給水事業用　A重油の買入にかかる経費の支出について（12月分）
453,600

港湾局 海務担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
4,020

港湾局 海務担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ガス溶接技能講習会にかかる経費の支出について
2,592

港湾局 海務担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 直営業務用　ガス溶接技能講習会にかかる経費の支出について
1,176

港湾局 海務担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営業務用　ガス溶接技能講習会にかかる経費の支出について
20,052

港湾局 海務担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成27年1月請求分）　維－1
34,451

港湾局 海務担当 平成27年02月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成26年12月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 事務用切手購入経費の支出について（その２）
246

港湾局 海務担当 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ワイヤーロープ買入にかかる経費の支出について
86,400

港湾局 海務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（1月分）
9,598

港湾局 海務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 市内出張用　地下鉄回数カードの買入経費の支出について
242

港湾局 海務担当 平成27年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 直営業務用　超音波厚さ計の点検修理「業務委託」実施経費の支出について
52,920

港湾局 海務担当 平成27年02月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　溶接機買入にかかる経費の支出について
702,000

港湾局 海務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（1月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（1月分）
2,646

港湾局 海務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（1月分）
1,345,187

港湾局 海務担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　平成27年1月19日日本水先人連合会等への出張旅費の支出について
28,640

港湾局 海務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　給水ホースの買入にかかる経費の支出について
36,720

港湾局 海務担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　切断砥石ほか５点買入にかかる経費の支出について
11,070

港湾局 海務担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　切断砥石ほか５点買入にかかる経費の支出について
5,983

港湾局 海務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年1月分）の支出について　維－２
4,589

港湾局 海務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 海務担当（海務）業務用　事務用品（31点）の買入にかかる経費の支出について
12,508

港湾局 海務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 巡視業務用　油中和剤運搬処理業務にかかる費用の支出について
75,600

港湾局 海務担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ガソリン携行缶買入にかかる経費の支出について
5,734

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）
18,502

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年1月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）
85,890

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成27年1月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成27年1月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の実施及び同経費の支出について（平成27年1月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
1,680

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
17,280

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
8,640

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
8,640

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　白灯油買入れにかかる経費の支出について
19,440

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
146,880

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入れにかかる経費の支出について
13,500

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
86,400
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港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（１月分）
2,573

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）（1月分）
533,592

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式　長期借入（１月分）の経費の支出について
14,070

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（１月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
216,000

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成26年12月分）の支出について
19,254

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の実施及び同経費の支出について（平成27年1月分）
10,720,325

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産設置契約（44階事務室）経費の支出について（平成27年3月分）
168,542

港湾局 海務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成27年3月分）
184,248

港湾局 総務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成26年12月分）職員事務用
156,623

港湾局 総務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年12月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
25,850

港湾局 総務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年12月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
156,709

港湾局 総務担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成26年12月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
18,547

港湾局 総務担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用　グリーティングカード及び送付用封筒の印刷にかかる経費の支出について
72,036

港湾局 総務担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ルーフファン買入経費の支出について
154,326

港湾局 総務担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町電気担当事務所玄関扉修繕経費の支出について
57,628

港湾局 総務担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 監理団体監理用　外郭団体見直しに関する東京都港湾局への出張について（１／１９　東京都新宿区・東京都千代田区）
57,980

港湾局 総務担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成26年12月分）
2,720

港湾局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用作業用救命衣買入経費の支出について
138,240

港湾局 総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成27年1月分）
41,869

港湾局 総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成27年02月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 港湾局服務規律確保用研修委託料の支出について
145,830

港湾局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成27年3月分）
192,423

港湾局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成27年3月分）
220,527

港湾局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成27年3月分）
15,789,140

港湾局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 監理団体監理用　外郭団体見直しに関する国土交通省港湾局への出張について（２／６　東京都千代田区）
29,240

港湾局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（機械事務所）庁舎維持管理用
22,563

港湾局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成27年1月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 普及宣伝及び国際交流用　事務用物品の買入にかかる経費の支出について
12,800

港湾局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 普及宣伝及び国際交流用　事務用物品の買入にかかる経費の支出について
8,260

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年1月分）　庁舎維持管理用
647,525

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
24,945

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年1月分）　庁舎維持管理用
247,037

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成27年1月分）
22,797

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 （職員安全衛生用）職員特殊健康診断等業務委託経費の支出について
314,712

港湾局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
43,260

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,240

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,550

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
82

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,665

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,104

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,052

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,562

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,728

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,254

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,700

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,628
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港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,464

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,000

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
328

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,020

港湾局 経営監理担当 平成27年02月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,134

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
23,715

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
103,629

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
7,558

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
92,088

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
21,488

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
34,994

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
729

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
32,152

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,773

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
14,503

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
29,414

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
160,218

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
10,526

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
31,011

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
15,140

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
17,829

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
5,960

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
123,689

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
8,808

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
6,033

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
7,482

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
2,156

港湾局 経営監理担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１２月分）の買入にかかる経費の支出について
9,433

港湾局 経営監理担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（１月分）の支出について
2,880

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
9,039

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
11,340

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
17,450

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
444

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
15,705

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
1,512

港湾局 経営監理担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前半）
5,000

港湾局 監理調整担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代（高圧）の支出について（１２月分）
91,839

港湾局 監理調整担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について（12月分市内出張）事務連絡用
5,380

港湾局 監理調整担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（事務連絡用）
1,250

港湾局 監理調整担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用電気代の支出について（1月分）
44,418

港湾局 監理調整担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 もと大阪南港魚つり園用電気代の支出について（1月分）
3,023

港湾局 監理調整担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用１月分水道代の支出について
42,878

港湾局 監理調整担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用１月分水道代の支出について
21,669

港湾局 監理調整担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１月分水道代の支出について
5,045

港湾局 監理調整担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用１月分水道代の支出について
3,150

港湾局 監理調整担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　1月分　港湾管理一元化関係業務用
1,169

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
50,306

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,422
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,201

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
243

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,071

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,739

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,348

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,639

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,067

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,173

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
5,869

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,049

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,758

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
16,995

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
30,308

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
765

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,906

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
55,318

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
617,209

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
2,603

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
423,355

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
8,673

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
10,322

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
918

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
4,841

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
3,459

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
22,247

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,137

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
582

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
15,273

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,027

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
56,768

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
71,820

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
14,586

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
14,532

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,421

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,603

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
6,318

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,979

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
3,661

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
817,730

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
561
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
161,390

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
991,416

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
930

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,470,163

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,577

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,569

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
4,864

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
610,810

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,430,570

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
994

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,489,533

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
825,359

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
970,214

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
515

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
739,773

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,309,297

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,640,865

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,824

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,389,957

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
10,078

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
21,408

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,808

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,926

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
276,997

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
17,187

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
8,116

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
80,414

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
7,136

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
867

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
7,136

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
18,744

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
10,122

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,594

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,880

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
64,751

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
8,519

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,533

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
14,272

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
5,261
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
3,814

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
18,705

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,358

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
779

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
710

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
589

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,280

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
196,189

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
468

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
710

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
952

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
23,905

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,124

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
243,362

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,350

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
9,136

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,787

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,648

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
34,044

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
38,599

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
169

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
20,514

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
88,766

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
230,167

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,164

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
7,949

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
11,131

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
8,177

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
21,907

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
4,611

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,402,380

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
48,529

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
607

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,264

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
6,219

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
84,846

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,069,888

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
135,473

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
630

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,620
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
276,844

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,438

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
112,892

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
31,444

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,135

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,643

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
13,007

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
6,645

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
14,114

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
18,994

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
13,717

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,482

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
14,309

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
10,322

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,031,708

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
87,392

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
791

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
16,633

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
607,247

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
8,113,104

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
3,094

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
27,778

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
731,256

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
40,755

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
106,694

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
10,257

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
28,388

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
861

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
5,190

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
366,347

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
10,322

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
21,856

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
129,528

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,171

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
254,648

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,621

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
918,272

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
563,812

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
14,515

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
4,288,854

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
779,905

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
15,940
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
434,749

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
604,870

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
491,257

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
6,488

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
19,745

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
622,516

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
561,132

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,959,355

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,216

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,307

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
38,542

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
9,973

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
44,550

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
47,812

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,834

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
41,643

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,992

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,603

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
21,008

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
10,380

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
9,608

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,009

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
10,028

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
14,161

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,178

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
12,171

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
495

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
29,649

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
294

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
60

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
13,194

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
2,115

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
16,663

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
16,480

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,387

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,762

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
51,580

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
41,685



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
51,163

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,213

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
12,876

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
11,633

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
84,991

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,790,315

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,785

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
8,871

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
18,922

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
8,610

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
23,203

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
103,649

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,675

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
222,315

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,567

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
9,204

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
103,469

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
97,877

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
193,953

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
13,136

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
184,846

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
947,735

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,679,152

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
45,126

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
274,593

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
10,451

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,580,591

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
19,612

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,750,215

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,694,138

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
3,094,189

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,566,970

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
38,203

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
62,631

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,213

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
7,840

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
68,399

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
82

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
70,440



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
53,168

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
12,311

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
6,859,234

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
107,684

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
28,501

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
549,665

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
26,332

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
52,509

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
111,598

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
7,357

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
3,441

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,368

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,130

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
17,294

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
9,842

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
18,942,354

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
156,004

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
974,253

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
1,560,956

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
12,866

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
129,645

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
8,167

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
4,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
7,960

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
27,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,456

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,639

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,365,103

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
979

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,380

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
77,134

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
11,400

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
7,737

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
341,888

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
7,544

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,207

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,095

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,950,468
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
368,977

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,124

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
4,130

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
20,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
6,175

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
16,318

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
3,020

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
86,285

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
838

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,867

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
7,595

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
24,592

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
3,859

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,841

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,953

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
98,406

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
216,434

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
54,895

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
2,721

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
23,311

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
144,486

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
717,947

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
636,996

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
170,135

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,097

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
45,610

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
31,788

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
5,489

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
179,230

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
4,590

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,584,817

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
20,644

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
14,302

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
35,090

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
9,560

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
141,490

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（12月分）の支出について
12,470

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
88,975

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（12月分）の支出について
17,186

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,431
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会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
6,323

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,034

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
1,837

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
5,073

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
20,685

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
468

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
18,231

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
3,452

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,384

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
68,667

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
1,095

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
28,008

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
347,963

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
13,721,898

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（1月請求分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（1月請求分）の支出について
115,649

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（1月請求分）の支出について
582

会計室 会計企画担当 平成27年02月02日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（12月分）の支出について
2,500

会計室 会計企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報償費　報償金 会計事務用平成27年度公会計制度改革プロジェクト支援業務委託に関する第１回事業者提案審査会議にかかる報償金の支出について
32,010

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
26,798

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,514

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
194,110

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,814

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
16,373

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
51,035

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
543,091

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
45,718

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
3,412

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
4,590

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
486,114

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
167,490

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
419,933

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
676,450

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
193,177

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
430,802

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
138,675

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
370,400

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
221,304

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
754,902

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
42,092

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
2,859

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
12,387

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
325,208

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,020,963

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
22,768

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,512,583

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,321
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会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
2,475

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
38,764

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
16,089

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
449,839

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
377,432

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
3,507,064

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
2,883

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,129

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
809,851

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
16,294

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
950,868

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
673,541

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
614,216

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
896,155

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
201,310

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
13,488,047

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
668,080

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
889,823

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
242,124

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,187,777

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
629,473

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
8,472,704

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
4,919

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
937

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
18,215

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
6,566

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
12,317

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
152,284

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
146,132

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
179,200

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
157,883

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
177,764

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（1月請求分）の支出について
42,839

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
2,229,797

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
6,033,117

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,898

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
45,924

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
1,514

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
937

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
30,349

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
20,432

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
15,489

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
323,368

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
143,306

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
219,373

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
13,978

会計室 会計企画担当 平成27年02月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（12月分）の支出について
3,538,262
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会計室 会計企画担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料（第３四半期）の支出について
73,701,919

会計室 会計企画担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
2,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,592

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,836

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月請求分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月請求分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月請求分）の支出について
49,756

会計室 会計企画担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（1月請求分）の支出について
21,372

会計室 会計企画担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
6,100

会計室 会計企画担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
3,300

会計室 会計企画担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　１月分）
30,277

会計室 会計企画担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　１月分）
3,188

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
2,302

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,851,855

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
56,656

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
4,876

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 税システム機種更新に伴う財務会計システム改修業務委託にかかる経費の支出について
2,970,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（1月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入経費の支出について（会計事務用、1月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、1月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、1月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
7,255

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
168,877

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
150,883

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
151,412

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
168,057

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
144,984

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
96,071

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
119,879

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
62,923

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
153,378

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
212,945

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,960

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
162,628

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
203,205

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
148,556

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
137,193

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
132,213

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
108,513

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
695,207

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
31,438

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
45,551

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
325,736

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
7,369,505
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会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
631,614

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
2,229,250

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
15,561

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
134,580

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
819,344

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
818,616

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
555,310

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
97,695

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
458,671

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
768,674

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
5,700,150

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
197,795

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
514,313

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
784,977

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
335,512

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
630,479

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
511,915

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
366,863

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,549

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
142,064

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
36,126

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
8,782

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
5,337

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
4,092

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
13,223

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
70,678

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
7,845

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
40,828

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
38,986

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,320,951

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,792,428

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
6,715,227

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,832,246

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
2,670,787

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
15,080,251

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
14,163

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（2月請求分）の支出について
12,024

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
6,860,181

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
9,634

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
65,473
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会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
21,592

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
859,363

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
7,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
4,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
316,080

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
56,670

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
975,366

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
17,822

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
234,344

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
4,220

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
148,974

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
756,623

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
678,330

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
63,603

会計室 会計企画担当 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（1月分）の支出について
10,598,955

会計室 会計企画担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
250

会計室 会計企画担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
6,000

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
13,344

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
17,949

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
379,824

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
349,645

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
243

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
1,034

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
3,419

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
212,076

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
235,737

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
205,912

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
254,362

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
302,496

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
564

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
194,841

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
346,682

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
327,230

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
365,786

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
243,686

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
225,539

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
18,607

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
204,413

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
215,660

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
50
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会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
235,022

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
222,391

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
431,105

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
29,237

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
84

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
350

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
9,055

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
2,723

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
178

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
17,895

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
15,054

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
12,148

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
234

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
312

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
552

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
2,438

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
580

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
38,446

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
594

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
12,896

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
6,834

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
10,079

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
2,874

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
163

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
382

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
45,782

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
1,308

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
9,605

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
270

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
261

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
1,180

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
168

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
40,232

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
465

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
82

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
194

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
2,828

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
1,319

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
159

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
24,216

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
2,165

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
5,590
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会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
107,208

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
95

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
1,962

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
2,017

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
721

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（1月分）の支出について
45,420

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
155

会計室 会計企画担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（1月分）の支出について
17

会計室 会計管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（１月分）
3,772,507

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１２月分）
710,811

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１２月分）
2,200,798

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１２月分）
32,181

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（１１月分・１２月分）
3,624

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１２月分）
133,093

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１２月分）
1,180

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１２月分）
42,780

北区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１２月分）
379

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　新規アプリケーションソフトの購入経費の支出について
75,168

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　新規アプリケーションソフトの購入経費の支出について
150,336

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　新規アプリケーションソフトの購入経費の支出について
75,168

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,240

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,476

北区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
574

北区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（１０月～１２月分）
29,808

北区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査にかかる指導員報酬及び調査員報酬の支出について
461,370

北区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所用臨時電話使用料の支出について
12,263

北区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用　特定建築物簡易水道検査の実施経費の支出について
8,002

北区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用　特定建築物簡易水道検査の実施経費の支出について
483

北区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用　特定建築物簡易水道検査の実施経費の支出について
155

北区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所（附設会館）時間外利用料等の支出について
44,380

北区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度北区役所メンタルヘルス研修にかかる講師謝礼の支出について
38,760

北区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（１２月分）
124,897

北区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（１２月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,614

北区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,040

北区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
246

北区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１月分）
3,010

北区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所　庁内トイレ改修工事の実施及び同経費の支出について
961,200

北区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１月分）
182

北区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（１月分）
58

北区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（12月分、11～9月追加分）
21,310

北区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（12月分、11～9月追加分）
840

北区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
8,164

北区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（１月分）
5,724

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
99,389

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
137,817

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
70,703

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
6,010
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北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
8,334

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
2,679

北区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（１月分）
1,931

北区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（１月分）
124,897

北区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（１月分）
386,999

北区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（１月分）
14,340

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
389

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１月分）
277,772

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる端末料金及び回線使用料の支出について（１月分）
3,805

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１月分）
16,272

北区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（１月分）
5,230

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（３月分）
115,500

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
14,646

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
3,083

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
12,783

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
19,939

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,648

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（１月分）
8,856

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
10,561

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
28,728

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（１月分）
197,951

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（１月分）
17,733

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
549

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
164

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号３８０５３７＞
1,296

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（１月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
597

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
328

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
5,248

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
638

北区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（１月分）
205

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（１月分）
28,044

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用消耗品（住基システムリサイクルトナー等）の購入経費の支出について
259,545

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
141,901

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
347,636

北区役所 戸籍登録課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
2,542

北区役所 住民自治課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1/8、1/21分）
2,955

北区役所 住民自治課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
281,880

北区役所 住民自治課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の買入経費の支出について
17,820

北区役所 住民自治課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」にかかる業務委託経費の支出について（第３四半期）
8,405,550

北区役所 住民自治課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資用物置（北区役所）の買入経費の支出について
1,965,600

北区役所 住民自治課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（1月分）
3,837

北区役所 住民自治課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,116

北区役所 住民自治課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（１月分）
5,378

北区役所 住民自治課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2/10分）
1,080

北区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（ぬくもりのおうち　保育ママ）12月分
488,500

北区役所 福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
343,306
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北区役所 福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）２月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度子ども手当給付（区執行分）の支出について（平成２４年２・３月分）
40,000

北区役所 福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）２月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成２７年１月１４日分）
9,300

北区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（クオリスキッズ中津三丁目保育園）10月分
1,630,450

北区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（クオリスキッズ中津三丁目保育園）11月分
1,762,010

北区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（クオリスキッズ中津三丁目保育園）12月分
1,775,550

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月6日から平成27年1月29日分）
2,000

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援等業務にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
180

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月6日から平成27年1月29日分）
2,484

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月6日から平成27年1月29日分）
1,500

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護業務にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
560

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月6日から平成27年1月29日分）
800

北区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月6日から平成27年1月29日分）
1,600

北区役所 福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
325,377

北区役所 福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区地域子育て支援事業用「子育て情報誌ＫＩＴＡ－ＫＵ冬号」の作成及び同経費の支出について
9,288

北区役所 福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
123,305

北区役所 福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム措置業務に係る葬祭費の支出について
27,602

北区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（フェアリールーム）12月分
1,989,280

北区役所 福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
319,932

北区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
841,358

北区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（１月分）
4,215

北区役所 福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

北区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１月分）
2,040

北区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１月分）
2,284

北区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１月分）
750

北区役所 福祉課 平成27年02月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（１月分）
11,000

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区福祉課事務用児童福祉六法外２点図書購入経費の支出について
2,722

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,174

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,148

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 北区福祉課事務用児童福祉六法外２点図書購入経費の支出について
11,469

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,730

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
807,102

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
178,470

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,843

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,383

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
418,171

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
171,580

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
552,803

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
492

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,081

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,072

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,470

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
133,621

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
88,128

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,542

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
164,052
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北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
18,438

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
338

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
22,257

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
8,671

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,260

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
86,297

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
37,790

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
52,401

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,074

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
268

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年１月請求分）
39,138

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　２月分の支出について
1,137,520

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
390,000

北区役所 福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
6,892

北区役所 福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
738

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
75,836

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
94,520

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
15,984

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,223

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
584

北区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 政策企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画課事務用　事務用品等購入経費の支出について（デジタルカメラ　外６点）
30,809

北区役所 政策企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
721,504

北区役所 政策企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成２６年度１月分）
234,900

北区役所 政策企画課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度区民アンケート調査業務委託にかかる経費の支出について（２回目）
410,400

北区役所 政策企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,738

北区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度２月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度２月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000

北区役所 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課一般事務用消耗品（プリンター用トナー）購入経費の支出について
227,404

北区役所 保険年金課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（２月－１　歳出・一般分）
106,519

北区役所 保険年金課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（２月－２　歳出・一般分）
133,733

北区役所 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（１月分）
21,360

北区役所 保険年金課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（２月－３　歳出・一般分）
139,521

北区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年２月審査分　一般）
747,744

北区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年２月審査分）
550,000

北区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２７年２月審査分）
554,760

北区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年２月審査分　退職）
150

北区役所 保険年金課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年１月分）の支出について
4,116

北区役所 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年１月分）の支出について
195,522

北区役所 保険年金課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年１月分）の支出について
449,621

北区役所 保険年金課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年１月分）の支出について
195,578

北区役所 保険年金課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年１月分）の支出について
86,931

北区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）　保険年金事務用
9,800

北区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（２月－４　歳出・一般分）
57,972

北区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（２月－１　歳出・退職分）
2,490

北区役所 魅力創造課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「北区はたちのつどい」補助音響システムの設置及び音響機器操作業務委託にかかる経費の支出について
75,060

北区役所 魅力創造課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらＷＩＮＴＥＲ」第１回の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
2,808
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北区役所 魅力創造課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
164

北区役所 魅力創造課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（１月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
1,350

北区役所 魅力創造課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区魅力向上事業にかかる物品の購入経費の支出について
66,949

北区役所 魅力創造課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用事務用品の購入経費の支出について
19,980

北区役所 魅力創造課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区学習活動支援事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
17,573

北区役所 魅力創造課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 「伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタin天神橋筋商店街」の開催にかかる実行委員会分担金の支出について
300,000

北区役所 魅力創造課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらＷＩＮＴＥＲ」第２回の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
628

北区役所 魅力創造課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,736

北区役所 健康課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　出張旅費の支出について（９～１１月分）
1,740

北区役所 健康課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　出張旅費の支出について（９～１１月分）
3,860

北区役所 健康課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月支払分）
9,936

北区役所 健康課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月支払分）
7,592

北区役所 健康課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月支払分）
1,368

北区役所 健康課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月支払分）
2,511

北区役所 健康課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（１月分）
16,252

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
10,660

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,043

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
574

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
82

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座）１月１５日実施分　報償金の支払いについて
8,600

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
15,596

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
3,116

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
4,174

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,920

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
410

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
8,121

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
5,664

北区役所 健康課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（１月分）
12,015

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(1月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
87,770

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
155,950

北区役所 健康課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（１月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（１月分）
311,523

北区役所 健康課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター用　ガスコンロ３点買入について
117,900

北区役所 健康課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第３回）出席医師報償金の支払いについて
8,520

北区役所 健康課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 備品購入費　機械器具費 母子保健事業用　沐浴人形買入について
79,920

北区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.１３３１）
7,110

北区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１２月分）
61,879

北区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１９件　№１４１３～１４３０）
255,204

北区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.１３９０）
11,800

北区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１４０７～１４１２）
115,010

北区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１６件　№１３９１～１４０６）
135,160

北区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　１８件No.１４３１～１４４８）
172,481

北区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１３５５～１３７０）
84,785

北区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（４件Ｎｏ．１４４９～１４５２）
910,288
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北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年３月分）
14,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年３月分）
9,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年３月分）
300,000

北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　３件№１４７１～１４７３）
57,424

北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１８件　№１４５３～１４７０）
110,760

北区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年３月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費２件　No.１３８７～１３８８）
3,520

北区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校１月分）
120,300

北区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（１月分）
16,752

北区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（１月分）の支出について
244,502

北区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校１月分）
23,100

都島区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（12月分）
21,020

都島区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（12月分）
3,815

都島区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（12月分）
3,036

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「朝日新聞」の購入経費の支出について（10～12月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「産経新聞」の購入経費の支出について（10～12月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「大阪日日新聞」の購入及び同経費の支出について（10～12月分）
6,150

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用炭酸ガスボンベの購入及び同経費の支出について
5,400

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「読売新聞」の購入経費の支出について（10～12月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用アルカリ乾電池外8点の購入経費の支出について
30,758

都島区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
36,474

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（10～12月分）
278

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,750

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
468

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（10～12月分）
1,296

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,882

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成27年1月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
246

都島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙事務用タクシー借上げの実施経費の支出について
140,760

都島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成27年1月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの保守委託経費の支出について（平成27年1月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（1月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
926,251

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（1月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
32,832

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（1月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（1月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（1月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（1月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（1月分）
21,573

都島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（1月分）
32,186

都島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（1月分）
22,797

都島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（1月分）
18,179

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（３月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（1月分）
333,378

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（1月分）
17,051

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（1月分）
355,320
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都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（1月分）
5,054

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（1月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる選挙従事者報酬及び報償金の支出について
12,480

都島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙にかかる選挙従事者報酬及び報償金の支出について
11,900

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年1月分）
4,353

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成27年1月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 リーガルサポート制度にかかる弁護士謝礼の支払いについて（平成２７年１月２０日実施分）
10,800

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年1月分）
15,878

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成27年1月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
868

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年1月分）
1,240

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年1月分）
758

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
652,795

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民意識 調査・検討業務委託経費の支出について
1,369,976

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
164

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
738

都島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
6,068

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（12月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災力向上事業用アルファ化米、津波避難訓練事業用エマージェンシーブランケットの購入経費の支出について
51,030

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業用アルファ化米、津波避難訓練事業用エマージェンシーブランケットの購入経費の支出について
136,080

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度成人の日のつどいプログラム作成にかかる経費の支出について
46,656

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度成人の日のつどい手話通訳業務にかかる経費の支出について
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域と区役所の防災力向上事業用ホワイトボード外1点の購入経費の支出について
13,968

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「ネパール中学生とのWeb交流事業」第3回Web交流にかかる通訳ボランティア謝礼（交通費）の支払いについて
846

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
20,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
7,360

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第12回生涯学習フェスティバル周知用チラシ・ポスター作成及び同経費の支出について
38,664

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区成人の日のつどい会場設営等業務にかかる経費の支出について
280,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業第3回Web交流にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
10,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 津波避難訓練事業用レスキュー簡易寝袋の購入経費の支出について
26,244

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車（ガソリン車）にかかるタイヤ交換の実施経費の支出について
13,824

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業第3回Web交流にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ネパール中学生とのWeb交流事業（第1回Web交流）にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
5,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
7,452

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
7,334

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙禁止地区内ゴム式路面表示シート（都島区役所）買入経費の支出について
918,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
3,920

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
12,355

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
6,145

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙禁止地区内看板（都島区役所）製造経費の支出について
794,880

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（蛍光マーカー外11点）買入にかかる経費の支出について
4,050

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 路上喫煙対策事業「京橋地域における路上喫煙禁止地区」周知ポスター広告業務経費の支出について
102,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（1月分）
9,689
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都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（1月分）
5,771

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企業・社会福祉施設等との防災協力事業用担架の購入経費の支出について
86,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
711

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
386

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
3,034

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
140

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
360

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 路上喫煙対策事業「京橋地域における路上喫煙禁止地区」周知ポスター広告業務経費の支出について
267,408

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度人権週間事業における手話通訳派遣経費の支出について
30,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（１月分）
152,820

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費（１月23日分）の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
82

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年２月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年２月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金2月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金2月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
12,893

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用システムトナー外１５点の購入経費の支出について（１１月）
5,875

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用システムトナー外１５点の購入経費の支出について（１１月）
55,080

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用システムトナー外１５点の購入経費の支出について（１１月）
13,316

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用システムトナー外１５点の購入経費の支出について（１１月）
9,670

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料(12月分)の支出について
2,741,040

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,172

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
1,500,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
1,355,750

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　2月①）
515,179

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　退職　2月①）
8,771

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用パーテーションの購入経費の支出について
210,600

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用替スポンジキャップ外28点の購入経費の支出について
119,880

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について
1,400

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ボイスコールロール紙の経費の支出について
9,963

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用ボイスコールロール紙の経費の支出について
9,963

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
607,662

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(1月分)
105,968

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
5,844

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（１月分）
15,458

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
131,237

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
547,718

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
65,027

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　2月②）
182,829

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
63,156

都島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
49,578

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用２月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（２月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（12月分）
8,317
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
129,035

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
14,204

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
76,492

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
62,208

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
18,675

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
76,492

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,353

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
51,666

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
3,432

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,217

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
21,309

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,306

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,690

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,522

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
33,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第3四半期分）の支払いについて
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１１月分）
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１１月分）
5,470

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
43,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
32,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
19,330

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
23,196

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１２月分）の支出について
11,169

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
235,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
1,740

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
240

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第3四半期分）の支払いについて
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
2,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域福祉コーディネート事業にかかる委託料の支出について（第3四半期分）
2,362,279

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,270

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,540

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,192

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）64号
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,257

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）63号
56,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第４四半期分）NO2
540,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
216

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
1,860

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
7,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
19,224

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,944

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
56,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
29,396

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
47,002

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
7,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代９月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１１月分）の支出について
2,060

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月）の支出について
2,370

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
276,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
228,716

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
297,116

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
251,976

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（1月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
19,540

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
13,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
47,612

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１月分）
7,718

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,796

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
1,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,721

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,695

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
6,322

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
556

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（１月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料の支出について
13,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,007

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 マタニティセミナー助産師講師料の支出について（１月分）
11,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 都島区身体障がい者及び知的障がい者相談員事業に係る相談員手当の支出について（平成26年4月分～9月分）
68,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）65号
56,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,064

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
42,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
48,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
48,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８～１１月分）
31,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
72,920

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
3,042

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１１・１２月分）の支出について
22,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１２月分）の支出について
6,267

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料）の支出について
59,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料）の支出について
99,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
8,974

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
1,720

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年３月分）
31,000,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越・処分費用）の支出について
210,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１２月分）の支出について
3,470

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
1,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
40,824

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
3,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年３月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年３月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食１月分）の支出について
58,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
17,010

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
47,364

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
45,237

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
60,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食１月分）の支出について
78,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
6,916

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２月分）の支出について
2,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
44,592

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
26,881

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１２月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
10,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年３月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
31,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
15,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２・１月分）の支出について
27,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年３月分）
4,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
237,910

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
218,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）１月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）１月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（２月分）の支出について
1,332,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
15,091

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
61,559

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
67,910

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
74,408

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２月分）の支出について
2,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
48,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食・教材費１月分）の支出について
86,990
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
11,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
3,424

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
44,592

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費１２・１月分）の支出について
153,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１月分）の支出について
27,463

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
207,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,955

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（12月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（1月分）
31,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
3,720

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
430,340

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
41,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
143,931

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
14,250

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ１月分）の支出について
65,364

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
62,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,078

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,590

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,564

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
43,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
31,282

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
176,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（１月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（12月分）講師報償金
19,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（1月分）
2,233

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（10月分）の支出について（追加分）
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（10月分）の支出について（追加分）
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（11月分）の支出について（追加分）
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
862,726

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
140,147

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
549,845

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について
17,273

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
30,916

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
860
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
2,840

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
1,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用台所洗剤外12点購入経費の支出について
3,996

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用台所洗剤外12点購入経費の支出について
6,296

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用台所洗剤外12点購入経費の支出について
18,404

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用台所洗剤外12点購入経費の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,628

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
960

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
1,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
640

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,198

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
105,772

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
893,811

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,530

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）47号
51,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
10,974

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
9,550

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）68（1002）号
26,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）住宅改修費給付事業にかかる支給について（費用支給、代理受領方式）
280,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）67号
34,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,150

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）66号
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
4,626

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
19,266

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
11,340

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
11,830

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
21,630

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
10,763

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,893

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,974

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,886

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
2,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
1,926

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
5,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（１月分）
20,811

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
20,162

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（１月分）
297,972

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
45,889

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
468

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
946

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
5,364
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都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,148

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
21,596

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（1月分）
27,380

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（1月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
560

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
225,091

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
29,397

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
37,885

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,810

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
984

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
4,212

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
5,904

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
28,330

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　あい・あい保育園桜ノ宮園　1月分）
1,606,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　1月分）
1,034,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　1月分）
1,025,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　子ロバ乳児園　1月分）
2,422,176

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託契約料の支払いについて（保育ママ桜の宮ベビーセンター　1月分）
1,213,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業委託料の支払いについて（保育ママエンジェルキッズ都島園　1月分）
783,630

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
1,588

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
3,854

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
26,860

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口3月分）の支出について
325,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第４四半期分）NO3
150,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
13,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
57,567

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（1月分）
4,057

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
11,246

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（1月分）
2,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

福島区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,020

福島区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,815

福島区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発にかかる物品の購入経費の支出について
71,496

福島区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
3,071

福島区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,000

福島区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
82

福島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年12月・平成27年1月)
121,000

福島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成26年12月・平成27年1月)
130,000

福島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　総務課用市内出張交通費の支出について
8,810

福島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙にかかる報酬等の支出（口座不能再支払い処理分）について
21,970

福島区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙にかかる報酬等の支出（口座不能再支払い処理分）について
11,899

福島区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　区役所事業用コピー代金の支出について
59,814

福島区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288
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福島区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
10,044

福島区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙用　投票所巡視・投票箱送致等用タクシー借上経費の支出について
202,400

福島区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）2月号分
247,757

福島区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島区役所 4階扉シリンダー取替経費の支出について
62,910

福島区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）2月号分
113,400

福島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（カゴ車）
67,176

福島区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年全国消費実態調査および平成26年度市長感謝状贈呈式にかかる後納郵便料金（1月分）の支出について
872

福島区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成26年4月号～平成27年3月号）2月号分
329,642

福島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（H26年12月、H27年1月分）の支出について
1,182

福島区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（H26年12月、H27年1月分）の支出について
3,772

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 公務災害療養補償請求にかかる其他委員等報酬（災害補償金）の支出について（平成27年1月分）
135,228

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　区役所事業用コピー代金の支出について
21,867

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（上質紙　外１５点）
152,280

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用 2階栄養指導室内空調機の修繕及び同経費の支出について
108,000

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
81,018

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
812

福島区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
3,479

福島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,047

福島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　福島区役所窓口案内業務委託（平成26年11月～平成27年3月）にかかる経費の支出について
162,210

福島区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査調査区設定にかかる消耗品の購入経費の支出について
16,416

福島区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
2,921

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（2月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（2月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成２７年２月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成２７年２月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（1月分2回目･口座払）
169,439

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（1月分2回目・口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
31,590

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分(2回目)　小口支払基金繰入金の支出について
8,200

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年１月分）
340

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年１月分）
600

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年１月分）
600

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
6,501

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる業務委託料第１１回中間払い（平成２６年１２月分）の支出について
3,061,683

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（2月分1回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(2月分1回目・口座払)
50,932

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金の還付にかかる還付加算金の支出について
1,100

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（2月分1回目･口座払）
345,128

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
172,463

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用Ｄリングファイル外２０点の購入及び同経費の支出について
17,952

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度1月分）
246

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度1月分）
70,776

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度1月分）
333,294

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度1月分）
51,118

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度1月分）
51,828

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（2月分2回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
10,849
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福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成27年1月分）
873

福島区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成27年1月分）
8,847

福島区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる福島区地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
27,928

福島区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 にぎわい創出事業用　なにわ筋沿道の安全で魅力ある空間形成に関する調査検討業務委託料の支出について
1,933,200

福島区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ひったくり防止キャンペーンにかかる啓発物品の購入経費の支出について
84,240

福島区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区人権啓発用「鷺洲小学校ＰＴＡ学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

福島区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区人権啓発用「福島区ＰＴＡ協議会」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

福島区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区人権啓発用「西野田幼稚園ＰＴＡ学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

福島区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 春休みヒューマンシアター開催用周知チラシの印刷経費の支出について
59,940

福島区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第14回福島区生涯学習活動発表会にかかる周知用チラシ・ポスターの作成経費の支出について
76,680

福島区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度福島区成人の日記念のつどいに係る手話通訳報償金の支出について
21,000

福島区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度福島区成人の日記念のつどいに係る司会報償金の支出について
24,000

福島区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分２回目）
496

福島区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分２回目）
9,072

福島区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 電気自動車からの電力供給による避難所の停電対策事業にかかるＥＶパワーステーション用防塵フィルターの購入経費の支出について
20,570

福島区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（1月分）
631

福島区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための「日産リーフ」長期継続リース契約について（平成２７年１月分）
38,880

福島区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２７年１月分)
4,280

福島区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（第四回目）
5,086,750

福島区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用　平成26年度生涯学習活動発表会にかかる消耗品の購入にかかる支出について
25,704

福島区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる自主防災組織支援用、鷺洲地域防災マップの作成経費の支出について
127,872

福島区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（1月分）
994

福島区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（1月分）
25,000

福島区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
984

福島区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
222

福島区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
2,326

福島区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(1月分)
194,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年１月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）２月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）２月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）２月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費２月支給分の支出について
115,780

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
297,254

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,895

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,750

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
166,470

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年12月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年12月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
280

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年12月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,920

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年12月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
400

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について
151,573

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費２月支給分の支出について
43,526

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成26年12月分
7,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成26年12月分
7,820

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて
56,000
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福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
19,760

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
11,772

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（７～１２月分）
94,664

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
12,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
185,140

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
2,553

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス費の支出について
6,647

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
93,740

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
645

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,340

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,268

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,677

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
457

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ふくしま子育て情報　フッピィキッズ印刷経費の支出について（第24号分）
35,640

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
241,540

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
37,259

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
61,560

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
75,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる検診料の支出について
13,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
45,692

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる２月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
250,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
300

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
13,152

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
591,512

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,040

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年1月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
417,950

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
796

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
520

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費２月支給分の支出について（その２）
187,424

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費２月支給分の支出について
19,924

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,060

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その２）
224,399

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用消耗品購入経費の支出について
14,834

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（1月分）
4,104

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼１月分の支出について
43,260
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福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎を活用した子育て支援事業用消耗品費用の支払いについて
11,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
761

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,095,346

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
42,040

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,916,863

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（12月～1月分）
62,701

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
3,424

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
41,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（12月～1月分）
24,223

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
21,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（１月分）
28,140

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
8,648

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
20,412

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
6,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
450,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
246

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
18,195

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
656

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成27年1月分の支出について
28,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
256

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
3,644

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
574

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成２７年１月分）
17,104

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
27,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,911

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,488

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,007

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
132,094

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
435,987

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,627

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
117,323

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
279,488

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
560

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,740

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
560

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,950
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福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,532

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成27年１月分
980

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）（1月分）
1,148,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）（1月分）
1,047,300

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）（1月分）
1,628,680

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（あい・あい保育園中之島園）（１月分）
1,002,180

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）（１月分）
1,033,930

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）（1月分）
911,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（２月分）の支出について
1,431,450

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成27年1月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費２月支給分の支出について（その３）
264,250

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
136,606

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
268,310

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
122,986

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,566

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費２月支給分の支出について（その２）
24,838

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費２月支給分の支出について（その３）
188,680

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費２月支給分の支出について（その２）
5,404

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
24,942

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
222

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
902

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成27年1月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
27,254

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,352

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
172,701

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
22,989

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
38,412

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,460

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
317,999

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
17,502

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,148

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
984

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
984

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成27年１月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年１月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
2,410

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年１月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
2,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年１月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
960

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年１月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
400

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
98,515

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１２月、１月分）
39,060

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１１月分）
1,296

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
54,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
15,326

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
82
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福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
115,227

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
366

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
25,322

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,334

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
11,511

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,396

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,770

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金(窓口３月分)の支出について
345,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,962

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
39,168

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成27年1月分
13,493

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
966

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年1月分
414

此花区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　９月分【総務課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
25,550

此花区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年１月分　払込書１通
3,815

此花区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年１月分　払込書１通
21,084

此花区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　９月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課】の支出について
14,230

此花区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）ガス料金の支出について　平成２７年１月分
425,454

此花区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費１１月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
39,310

此花区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 市内出張旅費１１月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
5,440

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所選挙倉庫照明設備修繕工事にかかる経費の支出について
23,112

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　開票立会人の報酬の支払いについて
70,400

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　期日前投票管理者の報酬の支払いについて
122,100

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院総選挙　投票管理者の報酬の支払いについて
151,200

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　期日前投票立会人の報酬の支払いについて
209,000

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院総選挙　投票立会人の報酬の支払いについて
256,800

此花区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙　手話通訳者の謝礼の支払いについて
27,294

此花区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙　民間事務従事者の報償金の支出について
575,712

此花区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（1月分）
714,809

此花区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（1月分）
8,449

此花区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
7,221

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理経費）中軽量棚の購入経費の支出ついて
82,944

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）平成２７年１月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
111,555

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報端末用トナーカートリッジ購入にかかる支出について
34,387

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料（総合調整担当事務用）の支出について（平成27年1月分）
369

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（総合調整事務用）の支出について（平成27年1月分）
3,977

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成27年1月分）
684

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
716

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託料の支出について（平成27年1月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年1月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理経費）情報通信設備修繕にかかる経費の支出について
110,376

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる委託料の支出について（平成27年1月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
3,750

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期契約にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員報償金の支出について
257,337

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 2015年農林業センサス調査書類提出にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
450
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此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査検討会議等にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
2,300

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査事務用）の支出について（平成27年1月分）
164

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる事務物品購入費用の支出について
22,349

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・地方統一選挙用）の支出について（平成27年1月分）
2,272

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・地方統一選挙用）の支出について（平成27年1月分）
4,264

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
268

此花区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・地方統一選挙用）の支出について（平成27年1月分）
1,068

此花区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　けん玉指導者養成講座にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料の支出について（平成27年1月号分）
333,709

此花区役所 市民協働課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「図書から学ぶ人間力養成講座」報償金の支出について（１２月分）
13,500

此花区役所 市民協働課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について（平成２６年１２月分）
120,074

此花区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
65,000

此花区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発事業　第2回ヒューマンセミナー周知チラシ・ポスター作製にかかる経費の支出について
49,140

此花区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習フェスティバル案内チラシ・ポスター作製にかかる経費の支出について
62,640

此花区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７０～７３）
17,064

此花区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７０～７３）
260

此花区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１月分　７０～７３）
900

此花区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる思春期セミナー報償金の支出について（１月分）
28,400

此花区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１１月口座振替不能分）
4,490

此花区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる消耗品費の支出について
80,676

此花区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
61,776

此花区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災力向上への支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
22,464

此花区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 このはな環境創造プロジェクト「このはな環境創造ビジョン（仮称）」策定のための区民意識調査業務委託にかかる経費の支出について（１回目）
1,263,456

此花区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花中学校「国際理解講座」報償金の支出について
322,000

此花区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成27年1月分）
5,929

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（１月分）
165,184

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（１月分）
126,000

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度スポーツレクリエーション事業の消耗品購入経費にかかる支出について
33,600

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災力向上への支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
105,300

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生等の防災意識向上支援事業にかかる消耗品購入経費の支出について
186,624

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
382,320

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる消耗品購入経費の支出について
30,240

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
2,024

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成27年1月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
902

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
92

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
922

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成27年1月分）
1,968

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
120

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,476

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
120

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
6,834

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
832

此花区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
956

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年2月分　国民健康保険 葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年2月分　国民健康保険 出産育児一時金の前渡資金の支出について
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　２月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　２月分支払資金の支出について
20,000
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此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用　ＰＰＣカラー用紙購入費の支出について
4,233

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成27年1月申請分）
349,564

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成27年1月申請分）
59,481

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年１月分）
880,806

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
74,054

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　庁内情報及び国保システムプリンタトナーカートリッジ購入費の支出について
37,714

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用　ボイスコール用感熱ロール紙購入費の支出について
10,692

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　庁内情報及び国保システムプリンタトナーカートリッジ購入費の支出について
242,092

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
71,619

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　庁内情報及び国保システムプリンタトナーカートリッジ購入費の支出について
37,714

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２６年１２月分
2,910,829

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,565

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年１月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２６年１２月分）
650,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（１月分）の支出について
60,718

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
1,060

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１月分）の支出について
4,532

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分）の支出について
6,080

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書随時送付分にかかる料金後納郵便料金（１月分）の支出について
1,404

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
1,200

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１月分）の支出について
2,266

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分）の支出について
52,589

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分保険担当返信用）の支出について
2,639

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
780

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代金（１月分）の支出について
4,532

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分）の支出について
364,382

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分管理担当返信用）の支出について
25,220

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分）の支出について
85,933

此花区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（１月分）の支出について
33,272

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年2月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年2月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（平成27年2月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費にかかる消耗品（まめミンサー）購入経費の支出について
49,421

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,622

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,515

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業の支出について（代理受領方式）
170,424

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
56,376

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
85,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
91,497

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
109,256

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプランにかかる消耗品（握力計外）購入経費の支出について
23,328

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
258,044

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
164,746

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
198,360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家具什器費の支出について
16,978
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此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
228,418

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
18,120

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
69,660

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
291,609

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
59,340

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
3,240

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
1,334,870

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
260,594

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費にかかる消耗品（フードモデル）購入経費の支出について
256,581

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２７年１月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
860

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,370

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
720

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
840

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品（パンフレットスタンド）購入経費の支出について
33,156

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
780

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
3,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,720

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
280

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
280

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（修正テープ外１８点）の支出について
41,095

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
780

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について（平成２６年１１月～１２月分）
4,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 平成26年１０月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,002

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプランにかかる消耗品（食育パネルシアター外）購入経費の支出について
69,012

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
572

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談体制強化事業等にかかる消耗品等（知育玩具外）購入経費の支出について
74,088

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談体制強化事業等にかかる消耗品等（知育玩具外）購入経費の支出について
123,336

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
6,158

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
1,476

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 乳幼児発達相談体制強化事業等にかかる消耗品等（知育玩具外）購入経費の支出について
55,598

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２）
1,968

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１２月分）口座振替不能にかかる再支出について
1,760

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプランにかかるみそづくり講習会に伴う調理材料（生こうじ）購入経費の支出について
45,300



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
214,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師報償金の支出について(第３回目)
11,360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
332,110

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,165

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,561

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
13,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育て親子よっといでプラン事業にかかる子育て学習会講師料の支出について
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１０～１２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０～１２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
300

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
10,368

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
5,080

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
316,240

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
176,430

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
13,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
211,863

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
409,907

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診察料・検査料の支出について
10,070

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
167,250

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
1,404,460

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
47,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
59,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
1,440

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費３月分資金前渡金の支出について
500,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
874,586

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
211,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成26年１０～１２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
9,270

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年１０～１２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
680

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはないきいき長生きプランにかかる認知症予防講演会「心をつなぐ回想法～思い出話のチカラ～」に伴う報償金の支出について
13,120

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 このはないきいき長生きプランにかかる健康講座「心をつなぐ回想法～認知症を予防するために～」手話通訳料の支出について
8,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年２月５日支払帳票作成分）の支出について
961,785

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
391,920

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
74,452

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年２月５日支払帳票作成分）の支出について
137,062

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２７年２月３、４日支払帳票作成分）の支出について
146,542

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２７年２月４日支払帳票作成分）の支出について
53,115

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
690

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
5,260

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
196,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
80

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年2月分）
1,224,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おひさまルーム設置用玩具棚にかかる購入経費の支出について
48,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務外勤用自転車購入経費の支出について
61,560
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此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
215,214

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
85,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
13,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
16,360

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
189,080

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
829

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
6,391

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 めざせ平均寿命アップ！がん検診受診促進プロジェクトにかかる後納郵便料金（平成27年1月分）の支出について
134

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
159,844

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,034

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について（返信用）
143,560

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
20,236

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,037

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
20

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
246

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,788

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる委託料の支出について
172,949

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる管外出張旅費の支出について（平成26年12月18日分）
8,140

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１月分の支出について
21,187

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料１月分の支出について
222,862

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
21,290

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－１）
2,964

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
33,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
9,276

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,540

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,764

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,280

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
492

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
26,057

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成27年1月分）
1,169,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成27年1月分）
993,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,922

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診報償金（１月分）の支出について
87,270

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診報償金（１月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室報償金（１月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室報償金（助産師１月分）の支出について
11,160

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（１月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
16,724

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立酉島保育所賄材料費の支出について（平成27年1月分）
23,210

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
295,000
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此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
11,602

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
53,646

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,404

此花区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
164

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（１２月分）
3,038

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用ドラム/トナーカートリッジの購入並びに同経費の支出について
1,612,224

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１２月分）
2,542,454

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
290,422

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
2,345

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１２月分）
179,890

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
210

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
26,046

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１２月分）
62,961

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
9,116

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１２月分の支出について（市内等）
73

中央区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙開票所事務用臨時電話架設の実施並びに同経費の支出について
11,795

中央区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）の実施並びに同経費の支出について（12月号）
964,440

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用毎日新聞及び日本経済新聞の購入並びに同経費の支出について（１０月～１２月分）
25,638

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
20,572

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
14,034

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
33,186

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１２月分）
26,114

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）の実施並びに同経費の支出について（平成27年1月号）
516,466

中央区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所1階身障者用トイレ大便器自動洗浄装置修理工事の実施並びに同経費の支出について
30,153

中央区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１２月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
89,717

中央区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第３回中央区区政会議会議録作成及び同所要経費の支出について
21,546

中央区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査用コピー代金の支出について（１２月分）
49,725

中央区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳書決議番号３９・１２２・３１７）
19,224

中央区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳書決議番号３９・１２２・３１７）
670

中央区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳書決議番号３９・１２２・３１７）
410

中央区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
60,123

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
111,600

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１月分）
10,028

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１月分）
5,827

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（１月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎衛生害虫駆除業務の実施並びに同経費の支出について
64,584

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（１月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（１月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（１月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙個人演説会使用にかかる経費の支出について
18,900

中央区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙事務用開票所時間外使用にかかる経費の支出について
27,480

中央区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（１月分）
477,898

中央区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所受水槽・汚水槽・雑排水槽清掃作業の実施並びに同経費の支出について
356,400

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
82,383

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
39,879

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１月分）
7,940

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１月分）
712
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中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
5,833

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
2,823

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（１月分）
249

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
988

中央区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（１月分）
2,041

中央区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
369,846

中央区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者資格審査委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて（平成27年２月２日開催分）
15,080

中央区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
20,500

中央区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
105,759

中央区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
9,485

中央区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市外）
3,319

中央区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
20,002

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（3月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（平成27年1月分）
160,787

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年1月分）
647

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用アンケート回答郵送経費（受取人払後納郵便料金１月分）
38,703

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年1月分）
164

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年1月分）
100,500

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年1月分）
140

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（平成27年1月分）
1,930

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査票提出用）】の支出について（１月分）
873

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納１月分）の支出について
502

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納１月分）の支出について
7,380

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会受取人払１月分）の支出について
1,940

中央区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納１月分）の支出について
14,786

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第２回支給決定分）
75,857

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１月第２回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第２回支給決定分）
13,461

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般２月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退２月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
152,526

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１月第３回支給決定分）
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（１２月分）の支出について
852

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（１２月分）
13,514

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第３回支給決定分）
395,604

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１月第３回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１月第４回支給決定分）
196,933

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１月第３回支給決定分）
21,897

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
58,379

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（１月第４回支給決定分）
119,838

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１月第４回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１月第５回支給決定分）
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成26年12月分支払い）
4,384,948

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２月第１回支給決定分）
169,384

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第１回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第１回支給決定分）
390,000
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中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金市内出張交通費（６月分）の支出について
870

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療制度市内出張交通費（５月分）の支出について
360

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費の支出について（１月第３回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
62,814

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
11,916

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
104,200

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
70,934

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
8,768

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
42,103

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
40,422

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収・賦課事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
553,609

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
53,046

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
25,600

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
7,488

中央区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
29,876

中央区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度防災講演会等にかかる葉書等の購入経費の支出について
26,000

中央区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料12月分の支出について
1,638

中央区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（家庭教育）大阪市立聴覚特別支援学校ＰＴＡ主催に係る講師謝礼金の支出について
4,300

中央区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度成人の日記念のつどいにかかるプログラムの作成並びに同経費の支出について
41,472

中央区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかる消耗品の購入経費の支出について（その８）
13,154

中央区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 津波避難等にかかる災害時避難所用消耗品の購入並びに同経費の支出について
84,000

中央区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度成人の日記念のつどい開催にかかわる司会者の派遣及び謝礼について
30,000

中央区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
142,560

中央区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災関係事業にかかる消耗品購入にかかる経費の支出について
118,519

中央区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度成人の日記念のつどいにかかるポスターの作成及び同経費の支出について
37,800

中央区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業用「いのちの大切さを伝える」講演会に係るチラシ・ポスター作成経費の支出について
42,012

中央区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（人権）大阪市立聴覚特別支援学校ＰＴＡ主催に係る講師謝礼金の支出について
12,800

中央区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業（人権）大阪市立銅座幼稚園　ＰＴＡ主催に係る講師謝礼金の支出について
10,400

中央区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所備蓄及び訓練用消耗品購入にかかる経費の支出について
268,920

中央区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度「とんぼりリバーウォーク光と音のにぎわい事業」開催にかかる業務委託料の支出について
3,221,024

中央区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（１月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に係る報償金の支出について（１月分）
152,760

中央区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（１月分）
884,520

中央区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる料金後納郵便料金の支出について（１月分）
1,596

中央区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（１月分）
3,256

中央区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（１月分）
738

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
75,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
48,445

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
3,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
87,142

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
386,910

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
45,664

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（短下肢装具）の支出について
45,797

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
47,730

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１１点）
1,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000
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中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
4,273

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印１１点）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１２月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,639

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,386

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,399

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,664

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,950

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,695

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当の区払いについて（平成26年10月分から平成27年1月分）
40,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 情報発信事業（高齢）事業ビラ作成について
37,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２６年１０・１１・１２月分）の支出について
2,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
161,029

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,592

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１２月分）の支出について
1,992

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１２月分）の支出について
1,084

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４２１）
2,724

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分・内訳決議番号４２１）
3,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
130,149

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
286,254

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費（平成２７年１月分）
480

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,059

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
44,814

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
75,840

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
98,280

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分料）の支出について
177,876

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
34,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,444

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
72,154

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,070

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
11,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
33,640
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中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
105,428

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
32,004

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
10,930

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（１月分）
28,020

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
2,250

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
322,440

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
14,330

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,578

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
69,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
1,469

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,480

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,030

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
205,408

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
101,416

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度地域福祉見守り活動事業の実施並びに同経費の支出について（第４四半期分）
3,197,398

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
5,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
7,520

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
20,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
58,430

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
11,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
51,785

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（ストマ用装具）の支出について
51,216

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
53,454

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
640

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,720

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
37,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年３月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
1,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
150,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課社会復帰相談指導事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（ステンレス鋏ブルー他１６点）
36,716

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
83,550

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,934

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
32,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
18,180

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費・校外活動費）の支出について
216,864

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 中央区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議にかかる視覚障害者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について
9,021

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,464

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,502

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
22,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
51,080
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中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
42,410

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,864

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,054

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,937

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
54,071

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代・学校給食費）の支出について
106,260

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
59,026

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
29,280

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察料・検査料）の支出について
14,348

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
209,016

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業所運営業務委託の実施及び同経費の支出について（12月分）
1,467,550

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（2月分）
909,488

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
53,650

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
85,499

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業所運営業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
1,663,270

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
1,042,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
1,116,010

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
1,140,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（1月分）
935,910

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
430,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
2,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,230

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
4,307

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（１月分）
1,188

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,478

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・南局分）
277,303

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
6,552

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,476

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
246

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
257,805

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・受取人払分）
89,240

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,818

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（２月支払分）
186,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（２月支払分）
242,601

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,476

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,968

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
2,074

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（２月支払分）
165,608

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
15,296

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
167,636

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（１月分）の支出について
31,393

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
50,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
49,780
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中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
12,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
22,608

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・受取人払分）
20,952

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
60,282

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・南局分）
75,051

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
3,854

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
2,266

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
140

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（3月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
19,546

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
4,928

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
8,210

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（２月支払分）
435,026

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
820

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
2,694

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（２月支払分）
29,793

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
105,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（１月分）
22,378

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（3月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
3,606

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
14,386

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
53,163

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
3,640

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（１月分・東局分）
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
329

西区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成27年1月分）
21,020

西区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年2月号）
201,960

西区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙投票所民間従事者謝礼の支出について（再振込分）
11,899

西区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度1月分）
1,164,935

西区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第47回衆議院議員総選挙にかかる開票所臨時加入電話使用料の支出について
12,285

西区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第３回西区区政会議にかかる報償金の支出について
18,165

西区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日実施衆議院議員総選挙にかかる市内出張交通費の支出について
11,104

西区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 まちの活力創造プロジェクト認定事業　西区「暮らしを豊かにするビジネスアイデア」コンテストにかかる委員報酬の支払いについて（2次審査）平成27年1月24日採点分
45,920

西区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 まちの活力創造プロジェクト認定事業　西区「暮らしを豊かにするビジネスアイデア」コンテストにかかる委員報酬の支払いについて（1次審査）平成26年12月採点分
3,000

西区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年度11月請求分）
12,380

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成27年1月分）
116,933

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所飲料用給水ポンプ修繕にかかる経費の支出について
128,196

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
386,468

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
8,314

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
9,547

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の経費支出について（平成27年1月分）
1,620

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
12,204

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
4,428



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

西区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
134,475

西区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,520

西区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
221,771

西区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
219,467

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（３月分）
180,000

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業にかかる料金受取人払郵便料金の支出について（1月分）
29,488

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
68,524

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
2,040

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
831

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス-基礎調査・商業統計調査調査票返信にかかる料金受取人払の支出について（１月分）
194

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
608

西区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
4,018

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 液状のり外5点（住民登録等事務用）の購入経費の支出について
84,628

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成26年12月分）【1月請求分】
3,815

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （２月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （２月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
10,094

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
794,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
170,295

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 臨時運行許可申請書・臨時運行許可証の作成経費の支出について
28,080

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
266,347

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業にかかる乳幼児ガーゼハンカチ外１点の購入経費の支出について
241,920

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
132,974

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
19,008

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成26年12月分）
2,809,080

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
90,755

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
33,602

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の資金前渡支出について
4,949

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
220,669

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年1月分）の支出について
1,910

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年1月分）の支出について
115,881

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター設定変更業務委託経費の支出について
17,280

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年１月分郵送料（発送用）の支出について
3,775

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 西区役所窓口サービス課（保険年金・管理）市内等出張交通費１２・１月分の支出について
1,260

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（１月分）の支出について
11,219

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書発送用）の支出について
145,945

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年１月分郵送料（発送用）の支出について
36,080

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書発送用）の支出について
351,425

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）１月分郵送料（文書収受用）の支出について
25,674

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年１月分郵送料（収受用）の支出について
23,049

西区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年１月分郵送料（発送用）の支出について
173,966

西区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第３四半期）
3,073,698

西区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西区民センター施設管理業務年度協定の締結にかかる業務代行料の支出について（第3四半期）
6,336,634
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西区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金１０月分の支出について（口座振替不能になった経費の再支出）
8,979

西区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（九条幼稚園）
14,200

西区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 市民協働課事務用シュレッダー買入経費の支出について
235,440

西区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（１２月分）
52,300

西区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（１月分）
6,570

西区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（1月分）
1,394

西区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（1月分）
940

西区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市西区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第3四半期）
4,692,600

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
163,456

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,595

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
156,500

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
669,830

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
140,400

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２６年１２月分教育扶助費の支出について
20,400

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
154,237

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
2,240

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
14,640

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
234,784

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成27年2月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成27年2月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
15,250

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
4,932

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
9,072

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
3,879

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
6,260

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
3,780

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
3,514

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
3,132

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
17,886

西区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン、食育推進、保健栄養指導、がん検診、すこやか２１、献血事業、健康づくり外３事業用ペーパーカップ外４７点の購入経費の支出について
16,065

西区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,919

西区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
107,577

西区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について(代理受領方式)
265,005

西区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童手当給付費２月定例支給（区執行分）の支出について（窓口払い分）
80,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
1,180

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（１１月分）の支出について
3,268

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
1,080

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
808

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（１２月分）
1,944

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
1,740

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
1,968

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２６年１０・１１・１２月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
260,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
68,110

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
33,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
23,580

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
17,760
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西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
11,450

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
5,680

西区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,160

西区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
907,965

西区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
110,323

西区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）平成26年12月分
1,183,450

西区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年５～１２月支給分）
370,203

西区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１２月支給分）
1,726

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市西区身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員報酬の支払について（平成２６年４月～９月分）
57,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
3,712

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年１月分教育扶助費の支出について
30,646

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,700

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
132,003

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１月２３日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 生活習慣病予防啓発用リーフレット及びウォーキング手帳作成経費の支出について
41,040

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について
10,420

西区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 生活習慣病予防啓発用リーフレット及びウォーキング手帳作成経費の支出について
56,160

西区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会用ペットボトルお茶（延べ５６名分）及び介護認定審査会事務用クリアポケット外８種の支出について
11,533

西区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶（延べ５６名分）及び介護認定審査会事務用クリアポケット外８種の支出について
4,536

西区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（Let's体験！からだ改善プログラム）にかかる報償金の支出について（1月9日分）
8,960

西区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１１月分及び１２月分）
11,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年４月～１２月支給分）
297,493

西区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１０～１１月分（区執行分）の支出について（未支払請求）
20,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費１０～１月分（区執行分）の支出について（未支払請求）
140,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（１２月分）の支出について
4,164

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
322,862

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
272,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
570

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
21,600

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
62,959

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
21,600

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,640

西区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
224,920

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年１月決定分）
18,699

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年１月決定分）
5,478

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について（平成２７年１月決定分）
127,584

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年１月決定分）
2,742

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年１月決定分）
19,921

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出について
11,000,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出について
6,000,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出について
350,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止専門部会（連絡会議）における障がい者・高齢者虐待防止研修講師報償費の支出について
2,990

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,230

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
333,400
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西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
237,910

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,758

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年１月支給分）
323,317

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２６年１０月及び１１月支給分）
11,320

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,657

西区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止専門部会（連絡会議）における障がい者・高齢者虐待防止研修講師報償費の支出について
2,990

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
349,284

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
43,203

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
241,868

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
25,350

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　ちよざき保育園）平成27年1月分
1,153,100

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（西六保育園　保育ママ事業　おひさまルーム）平成27年1月分
1,166,700

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）平成27年1月分
526,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）平成27年1月分
1,921,470

西区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年２月決定分）
224,169

西区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について（1月分）
397,750

西区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年2月分）
1,762,760

西区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（１月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（たいようランド）平成27年1月分
1,786,260

西区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（あい・あい保育園　阿波座園）平成27年1月分
1,493,990

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（１月分）
76,800

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１月分）
139,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
332

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西区小中学校特別支援学級等応援事業のボランティアに対する有償ボランティア保険の加入経費の支出について
5,330

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
51,604

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
29,197

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
455,698

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
50,630

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
80,458

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（Ｈ２７．１月分）
2,980

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（Ｈ２６．１２月分）
3,094

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
213,552

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
2,395

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
902

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
820

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
82

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（１月分）の支出について
24,250

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
2,005

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１月分）
411,650

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（１月）
14,096

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払、３月分）の支払い資金の支出について
280,000

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１月分）
1,040

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１月分）
1,040

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１月分）
1,065

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
11,654

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
15,480

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
8,131
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西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（１月分）の支出について
3,218

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
2,163

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（１月分）
605

西区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（１月分）の支出について
11,968

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支払いについて（平成２７年１月分）
1,680

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支払について（平成２７年１月分）
3,815

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支払について（平成２７年１月分）
1,308

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支払について（平成２７年１月分）
2,703

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支払について（平成２７年１月分）
2,703

港区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支払について（平成２７年１月分）
21,020

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
38,750

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・1月分】
2,142

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・1月分】
3,355

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・1月分】
61,066

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・1月分】
3,214

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・1月分】
40,698

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【1月・コミ協分】
1,272

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【1月・地活協分】
45,163

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【1月分・コミ協】
2,377

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・1月分】
2,785

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・1月分】
52,915

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・1月分】
63,745

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・1月分】
43,890

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・1月分】
2,310

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・1月分】
24,168

港区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
37,320

港区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎用国旗及び市旗購入経費の支出について
42,768

港区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料（長期借入）の支出について（１月分）
3,932

港区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式にかかる長期借入代金の支出について（１月分）
159,865

港区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（１月分）
9,504

港区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２７年１月分）
684,875

港区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報償金の支出について
256,740

港区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２７年１月分）
83,779

港区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２７年１月分）
44,736

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政統括グループ事務用消耗品購入経費の支出について
2,619

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政統括グループ事務用消耗品購入経費の支出について
6,286

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政統括グループ事務用消耗品購入経費の支出について
17,740

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政統括グループ事務用消耗品購入経費の支出について
4,584

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,238

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,500

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,000

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成27年1月号）
413,416

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（長期借入）賃借料の支出について（１月分）
5,669

港区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
320

港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２７年１月分）
157,407

港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成27年2月号)概算印刷にかかる経費の支出について
292,005

港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課事務用甲種防火管理新規講習受講料の支出について
8,000

港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
8,486
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港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
1,037

港区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
554

港区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２７年１月分）
1,180,656

港区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２７年１月分）
144,427

港区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２７年１月分）
77,121

港区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成27年2月号）
413,416

港区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年１月分）
374,430

港区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年１月分）
45,803

港区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年１月分）
24,457

港区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域・平成27年2月号）
218,430

港区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）（１月分）
3,240

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年１月分）
231,917

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１月分）
344,219

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年１月分）
31,762

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１月分）
42,107

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年１月分）
16,960

港区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市港区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（１月分）
22,484

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
47,250

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年１月）
22,193

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年１月）
164

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年１月）
5,653

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
1,826

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
5,145

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成２６年度）１月分
162,394

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年１月分）
974

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年１月分）
4,100

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
629

港区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（１月分）
335

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども見守り隊活動に対する支援事業の消耗品購入経費の支出について
178,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（カラーコピー用紙）の購入経費の支出について
31,644

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所附設会館（港区民センター）管理運営業務経費（第４四半期）の支出について
7,409,895

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所附設会館（港近隣センター）管理運営業務経費（第４四半期）の支出について
3,218,190

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 めいわく駐車防止条例等による啓発活動事業用消耗品の購入経費の支出について
97,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（パトライト等）の購入経費の支出について
12,247

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　港区成人の日記念のつどいにかかる会場賃借料の支出について
356,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市港区における新たな地域コミュニティ支援事業実施にかかる人件費（上半期分）の支出について
5,876,712

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（自転車）の購入経費の支出について
35,640

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２７年１月分)の支出について
1,280

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２７年１月分)の支出について
3,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 地域活動支援事業用デジタル無線機にかかる電波利用料の支出について
900

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災活動支援事業における地域防災計画作成編集業務委託にかかる経費の支出について
283,500

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 国勢調査関係事務にかかる市内出張交通費（１２・２月分）の支出について
1,440

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施及び同経費の支出について
108,190

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施及び同経費の支出について
98,402

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（１月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本による読書活動促進スタートアップ事業にかかる講師謝礼支出について（平成27年1月28日　大阪市立港中学校実施分）
12,900

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
40,520

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
230,850
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
374,998

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業におけるリストバンドの購入経費の支出について
210,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度１月分）の支出について
240

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度１月分）の支出について
82

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）２月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）２月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支給について
398,457

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支給について
1,642,580

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支給について
393,705

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成26年12月分）の支出について
2,371,274

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
390,541

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
703,649

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
9

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・保険グループ）事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,380

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
300,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
394,187

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月審査分国民健康保険にかかる療養費（退職）の支出について
27,102

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
350,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
76,700

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,840

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
173,142

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,350

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
381,748

港区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
79,582

港区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（４件）
897,436

港区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２７年２月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年２月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
4,430

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
3,113

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
34,919

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
171,498

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
4,320

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
231,456

港区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
1,430

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
100,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,861

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
33,360

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
5,151

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
5,528

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 現年度歳出戻入金の過誤納付にかかる還付金の支出について
56,080

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
32,600

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 現年度歳出戻入金の過誤納付にかかる還付金の支出について
37,360

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（みなし２号）の支出について（福祉用具１件）
15,990

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具３件　住宅改修３件）
46,812
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港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
16,300

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,920

港区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
221,990

港区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２７年１月１３日審査決定分）
150,488

港区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２７年１月１３日審査決定分）
221,075

港区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２７年１月１３日審査決定分）
46,331

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２７年１月１３日審査決定分）
810,903

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,330

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
177,910

港区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,840

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民健康アップ事業におけるインクカートリッジの経費の支出について
17,593

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
270,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
258,552

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１６件）
134,535

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
234,333

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
3,280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる被保護者葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
230,040

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
150,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２６年度（１０月～１２月分）子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
9,040

港区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（1月27日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,422

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,184

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
169,418

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,238

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
59,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
31,525

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
78,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
47,420

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
7,776

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
948

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
2,130

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
537,312

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
42,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,560

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（２件）
89,280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における医療文書料等の支出について
7,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
10,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
2,160

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる検診料等の支出について
29,590

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる非指定医療機関診療報酬の支出について（１件）
730

港区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
211,140

港区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（４件）
911,576
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港区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,217

港区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法おける医療文書料等の支出について（２件）
10,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
241,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　炊飯器外１点の経費の支出について
20,520

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
152,280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
122,594

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費の支出について
180,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
146,772

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　炊飯器外１点の経費の支出について
26,892

港区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領報告書）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における医療文書料等の支出について（５件）
22,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
17,280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 港区障がい者地域自立支援協議会研修会にかかる講師謝礼金の支出について
16,020

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,518

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,810

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
260,997

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
115,730

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
11,028

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
13,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）
25,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
54,500

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
53,272

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
39,787

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）
13,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（９件）
30,100

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
333,086

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（４件）
10,990

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）
700,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）
1,300,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
22,945

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかるプリンター用トナーカートリッジ購入経費の支出について
118,756

港区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
3,500

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
129,218

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,030

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,130

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越代の支出について
97,200

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるオムツ代の支出について（２件）
23,080

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
2,862

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について（２件）
97,480

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
9,900

港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成27年1月30日分）
31,190
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港区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
368,170

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
1,013

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
6,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
2,592

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
390

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
1,512

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
1,720

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
94

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
588

港区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
1,646

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 港区障がい者・高齢者権利擁護講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（３件）
230,413

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
642,112

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月27日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,320

港区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 港区障がい者・高齢者権利擁護講演会にかかる講師謝礼金の支出について
6,300

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費の支出について
500,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
73,660

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
32,400

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（５件）
221,232

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法かかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
2,376

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,160

港区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年２月分給間食費の支出について
1,423,180

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　地域ではぐくむ子育て支援事業「不器用と呼ばれるこどもたちを理解するために」講演会（２月５日実施）に係る報償費の支出について
9,240

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
2,980

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
330

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
2,306

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進支援事業にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
280

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい支援区分認定事務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
560

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（１月分）の支出について
770

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 区自立支援協議会にかかる市内出張交通費（１０月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
2,020

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
56,990

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
235,548

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
850,712

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
182,666

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
280,916

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,720

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,925

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
137,300

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
270,620

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
217,620

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
1,360

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療助成事務にかかる市内出張交通費（１２月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
920
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港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,148

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
1,900

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
5,600

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
1,880

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
346,605

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
183,816

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
93,040

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
42,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
19,060

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
15,960

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
26,480

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
12,400

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法にかかる診察料等の支出について（２件）
95,120

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
778

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成27年2月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成27年2月6日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
2,132

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
13,355

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年１２月６日実施「精神保健福祉講演会」講師料の支出について
6,500

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
21,668

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
215,047

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
3,743

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
1,843

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
1,130,450

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
942,900

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所キングダム・キッズ磯路運営業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
2,308,920

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用１月分後納郵便料金の支出について
21,570

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
9,356

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
345,000

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
70,555

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２７年１月分）
6,203

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（１月２９日分）の講師報償金の支出について
9,040

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（1月30日実施分）にかかる講師報償金の支出について
8,240

港区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康づくり展げる講座にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
2,870

大正区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（12月及び1月請求分）の支出について
971

大正区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（12月使用分）
21,020

大正区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（12月使用分）
3,815

大正区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（１月分）
100,713

大正区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（１月分）
790,934

大正区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（12月分）
90,077

大正区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
19,000

大正区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（１２月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用備品の購入にかかる経費の支出について（紙折機）
266,760
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大正区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用備品の購入にかかる経費の支出について（シュレッダー）
161,989

大正区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成26年12月14日執行予定　衆議院議員選挙における消耗品（養生シート）の購入にかかる経費の支出について
223,560

大正区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（12月分）
20,686

大正区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（12月分）
960

大正区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(1月分)
2,828

大正区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
35,078

大正区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
352,922

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（１月使用分）
3,036

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（テレホンスタンド　外２点）
151,471

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（1月分）
92,535

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（1月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（1月分）
594

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（1月分）
44,716

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
522,180

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性用トイレにおけるサニタリーボックス賃貸借契約にかかる経費の支出について（１月分）
24,300

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（１月分）
410

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（１月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（３月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（２月号）印刷にかかる経費の支出について
224,208

大正区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（２月号）企画編集業務委託の経費の支出について
190,080

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(1月分)
1,650

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（1月分）の支出について
10,825

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用料金受取人払郵便料金(1月分)の支出について
7,081

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（1月分）の支出について
2,788

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(1月分)
1,186

大正区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（1月分）の支出について
13,776

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 計理関係業務参考用　地方財務実務提要の購入にかかる経費の支出について
2,263

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（１月分）の支出について
4,748

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
5,663

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
82

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
1,738

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
5,520

大正区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
902

大正区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大正区成人の日のつどい」における司会者報酬の支出について
27,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入にかかる経費の支出ついて（１２月分、泉尾北小ほか依頼分）
101,898

大正区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品及び区における生涯学習事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
10,757

大正区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品及び区における生涯学習事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
69,368

大正区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用アルコール検知器の購入にかかる経費の支出について
8,532

大正区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１２月分）
21,500

大正区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民協働による魅力活性化事業「文楽体験と公演」広報用チラシ・ポスターの印刷に係る経費の支出について
54,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正まち魅力伝え隊育成事業業務委託事業者選定委員への報償金の支出について
49,715

大正区役所 市民協働課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「大正区成人の日のつどい」における手話通訳者派遣料の支出について
8,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業（浪速・西・港・大正区共催）業務委託にかかる経費の支出について
320,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業（浪速・西・港・大正区共催）業務委託にかかる経費の支出について
320,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業（浪速・西・港・大正区共催）業務委託にかかる経費の支出について
320,000
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大正区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人・愛・ふれあいプラザ」企画運営事業（浪速・西・港・大正区共催）業務委託にかかる経費の支出について
320,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１月分）の支出について
3,340

大正区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,500

大正区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「シニアのための携帯メールの使い方」講座にかかる所要経費の支出について
10,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
1,968

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
738

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
600

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
5,636

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
1,000

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
297

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（１月分）の支出について（青少年育成推進事業外６事業）
140

大正区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
252,537

大正区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域防犯対策事業用青色防犯パトロール車両用タイヤ交換に係る経費の支出について
36,720

大正区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（１月分）
9,351

大正区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（鶴浜小）
8,600

大正区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（防災防犯）事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
2,780

大正区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アゲラタム種子ほか９点の購入に係る経費の支出について(種から育てる花づくり事業用）
44,776

大正区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大正区コミュニティ育成事業（区民レクリエーション大会等事業、ふれあい生涯学習フェスティバル事業含む）の業務委託経費の支出について（第３四半期分）
3,948,724

大正区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「文楽体験と公演」実施に係る文楽出張公演業務委託経費の支出について
300,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（２月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
514,721

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
26,922

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
31,360

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付金の支出について
1,730

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成26年12月分)
10,001

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２６年１２月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年10月分)
342

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年10月分)
930

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
941,720

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
50,728

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（２月支払分）
904,306

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１月分）
59,093

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年11月分)
240

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年1月分)
6,190

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（１月分）
1,230

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年11月分)
804

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年1月分)
127,921

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金事務用料金受取人払郵便後納料金の支出について(平成27年1月承認番号6029分)
4,559

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年11月分)
1,660

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年1月分)
403,324

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年1月分)
66,758

大正区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年1月分)
25,790

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
97,734
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大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
72,150

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
32,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
222,065

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,660

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－95
24,885

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－117
14,085

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－27
42,129

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－112
19,073

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－125
27,646

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－25
219,393

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－123
15,929

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－28
15,091

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,352

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
40,528

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
3,925

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,970

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
45,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
32,020

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－101
29,448

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－124
63,477

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－126
39,510

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-21他57件
940,836

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,270

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
15,950

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,605

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）の支出について
930

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
189,693

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
28,618

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
145,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,820

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（文書料）の支出について
2,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－114
288,530

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,744

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員の活動費の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～１２月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～１２月分）
1,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～１２月分）
660
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大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～１２月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その７（代理受領方式）券番号41-10
265,885

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
36,426

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
21,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
72,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～１２月分）
3,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
14,816

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
8,074

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
4,912

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
924

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（12月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
149,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
31,025

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
30,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
46,228

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
1,191

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
1,984

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
3,968

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１２月分）
6,085

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,370

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費　断酒会）の支出について
500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,930

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
257,092

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２７年１月実施分　ウォーキング講座にかかる報償金の支出について
20,020

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－138
35,841

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－132
79,962

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－130
41,406

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-27他48件
913,290

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-978他1件
24,060

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-611他11件
227,078

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
71,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
38,032

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
23,808

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
62,127

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
7,840

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,360
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大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
88,087

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
76,070

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,940

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
31,282

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
351

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1056他5件
141,077

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1/9、1/13支出分)
4,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1/9、1/13支出分)
5,620

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
6,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第４９回ペストコントロールフォーラム（平成26年度ねずみ・衛生害虫駆除研究協議会）受講者の派遣について
17,920

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
108,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
26,666

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
199,341

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
70,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,590

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,984

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－141
48,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－134
75,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－148
7,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-79他1件
37,530

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
29,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
21,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
113,589

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
12,800,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
27,604

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
33,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
94,818

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（３月１回目）
2,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月実施分　子育てママのための健康講座にかかる報償金の支出について
11,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（２月分）
1,305,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－145
60,496

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-163
154,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-299他5件
93,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-158
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,126

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
19,370

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,987

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
87,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
33,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,760
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大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
9,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
139,284

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（1月分）
130,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（２月２５日支払分）
1,057,515

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－142
1,319,777

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（２月２５日支払分）
173,836

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（２月２５日支払分）
105,598

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（２月２５日支払分）
32,684

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 備品購入費　機械器具費 ベビースケール購入にかかる経費の支出について
68,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１１・１月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１１・１月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１１・１月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について　その２（内２件代理受領方式）
26,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
116,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,936

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
264,769

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
818

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
2,706

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
920

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,392

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１月分）
42,608

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１月分）
210,690

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（１月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
120,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
50,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
2,890

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
73,455

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
15,066

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,758

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,148

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
5,586

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,712

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる受取人払後納郵便料の支出について（９・１月分）
194

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,942

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
5,586

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
748

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
4,778

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
15,806

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
36,731

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
6,170

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
328
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大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
369

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,082

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年度１２・１月分）
910

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２６年度１２・１月分）
12,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－127
32,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－136
25,613

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－146
38,880

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－131
43,586

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－147
4,097

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループにかかる市内出張旅費の支出について（１月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
30,820

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
81,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
69,584

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
125,284

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、校外活動費、教材代）の支出について
105,884

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
20,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
28,730

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
116,405

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
748

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年1月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
25,604

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
5,862

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（1月分）
1,082,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年1月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
343,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
9,488

大正区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）について
145,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用証明書発行システム用通信回線使用料の支出について（１２月分）
3,815

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（１２月分）
21,020

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（１１月分）
129,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙業務用期日前立会人報酬の口座不能にかかる再支出について
66,740

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員選挙業務用開票立会人報酬の口座不能にかかる再支出について
8,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員選挙事務用臨時電話架設費の支出について
12,303

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２７年１月号分）
393,120

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２７年１月号分）
327,115

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２７年１月号分）
56,218

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙事務用常時啓発に係る物品（スタンドミラー）の購入経費の支出について
40,716

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１２月分）
34,953

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用天王寺区役所６階湯沸室湯沸器取替工事にかかる経費の支出について
54,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（上汐公園）委託経費の支出について（１０、１１、１２月分）
16,316

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 天王寺区保健福祉センターの窓口整備事業用什器等移設業務にかかる経費の支出について
380,430

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（上汐公園）委託経費の支出について（１０、１１、１２月分）
108,682

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１２月分）（２回目）
3,600
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天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２７年２月号分）
393,120

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２７年２月号分）
283,500

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１２月分）（２回目）
1,440

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（１月分）
5,417

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務にかかる経費の支出について（１２、１月分）
15,984

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,103

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（２回目）
635

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（１月分）（２回目）
930

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
24,300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１２月分）
360

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
15,984

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
132,188

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
24,775

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
14,485

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（１月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（１２月分）
162,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（１月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（１月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる契約について（１月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成27年1月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 天王寺区保健福祉センターの窓口整備事業用内線電話移設工事の実施にかかる経費の支出について
274,320

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用切手の購入経費の支出について
7,820

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用蛍光灯外１７点の買入にかかる経費の支出について
63,180

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員選挙における個人演説会開催会場（天王寺区民センター）使用料の支出について（平成26年12月11日使用分）
19,450

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）（１回目）
14,380

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）（１回目）
150

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）（１回目）
800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２７年２月号分）
327,115

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２７年２月号分）
57,026

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（１月分）
129,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（１月分）
300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（１月分）
18,858

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
774

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,185

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
328

天王寺区役所 企画総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,592

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区 ビジネスプランコンテスト開催等事業業務委託にかかる公募型企画提案についての受託者選定委員会の委員報酬について
26,520

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「天王寺蕪PR」パネル作成にかかる経費の支出について
28,080

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１２／１６、１７開催分）
12,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度天王寺区成人の日記念のつどいにおける手話通訳に係る謝礼の支出について
10,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度天王寺区成人の日記念のつどいにおける司会に係る謝礼の支出について
12,900

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度聖和小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１１／１開催分）
6,450

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度聖和小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１２／１３開催分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用　「なにわ伝統野菜”天王寺蕪”収穫祭2014」チラシ等の印刷にかかる経費の支出について
27,540

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区魅力発信・にぎわいづくり事業用『お寺のまちdeキャンドルナイト』開催にかかる出演者への謝礼について
17,200

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　チラシ等の印刷にかかる経費の支出について
92,080

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 てんのうじ吹奏楽フェスティバル事業用　クレオ大阪中央における舞台技術者の派遣委託にかかる経費の支出について
200,880
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天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市天王寺区地域活動協議会補助金の支出について（聖和まちづくり協議会、五条地域活動協議会）
362,465

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１／１７開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度桃陽小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１２月２０日開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度桃陽小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１／１７開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区ジュニアクラブ活動「文楽で国際交流」に係る講師謝礼金の支出について（平成27年1月25日実施）
11,400

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
5,929

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
6,611

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
10,845

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（１／２７開催分）
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（１月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（１月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
205

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
468

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
738

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
410

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
2,385

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
492

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
8,199

天王寺区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年1月分）
92

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について２月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について２月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
1,380

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
90,596

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月分国民健康保険療養費等の支出について
959,343

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１月分国民健康保険療養費等の支出について
21,127

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
28,370

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
2,400

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１２月分）
2,555,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１２月分）
347,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
116,390

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月分国民健康保険療養費等の支出について
416,353

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月分国民健康保険療養費等の支出について
21,897

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
86,587

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
3,202

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
3,742

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
50,477

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年1月分）
50,886

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
299,008

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
104,200

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年1月分）
11,389

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
29,679

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２６．１２月分）
975

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用スティックのり外３１点の購入経費の支出について
72,266

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
17,517
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（１２月分）
780

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１１月分）
3,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１２月分）
392,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１月分）
216,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成27年2月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年2月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業における子育て情報博覧会説明会にかかる講師謝礼の支出について
11,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１／１３請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
3,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
18,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
11,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１２月分）
52,708

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
18,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（１２月分）
89,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１１月分）
212,516

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費（区執行分）の支出について
30,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２６年１１月分）
50,332

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
46,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月前半分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成に係る費用（障がい分）の支出について
216,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
18,014

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
6,264

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（１２月分）
3,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
2,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,916

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　作業所（生活訓練/チャレンジライフ）の移送費の支出について（１２月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
6,758

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１１月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（１月分）
26,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１２月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月前半分）
756

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月前半分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月前半分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１／１５請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 母子保健事業用母子管理票管理キャビネット購入及び経費の支出について
136,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
432

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談に伴う報償金の支出について（平成２７年１月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
3,690

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
2,490

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,345

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２７年１月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区版子育てナビゲーション事業における子育て応援ガイド作成、印刷に係る経費の支出について
184,356

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(１２月分)
16,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
2,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
2,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
1,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
1,670

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
1,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２６年９月～１２月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,447

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
87,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
64,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
13,068

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
5,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
4,289

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１月分）
79,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
10,384

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
6,092

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
17,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
13,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
17,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
6,843

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について(１１月分）
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１２月分）
11,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（平成２５年９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検診料）の支出について(１２月分）
12,214

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１２月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について（１月決定分）
90,989

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護事務用成年後見審判市長申立にかかる鑑定費用（予納金）の支出について
50,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
16,011
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
37,008

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１２月分）
20,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
34,595

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（１月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ保育ママ　1月分】
1,123,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２６年１２月分）
49,832

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
308,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費３月分の支出について
12,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費３月分の支出について
7,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費３月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費３月分の支出について
1,400,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託経費の支出について【石ヶ辻プリメール　１月分】
2,060,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民サービス向上に向けた保健福祉センターの窓口整備事業用パーテーションＡほか１３点（天王寺区役所）買入経費の支出について
957,349

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 市民サービス向上に向けた保健福祉センターの窓口整備事業用パーテーションＡほか１３点（天王寺区役所）買入経費の支出について
367,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務所運営用レターケース外１点の購入経費の支出について
21,330

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
44,261

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
21,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
230,282

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
56,525

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,454

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
3,036

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【保育ママあかつき　１月分】
1,096,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用デスクトレー外６点の購入経費の支出について
45,774

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用デスクトレー外６点の購入経費の支出について
20,797

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,535

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
151,269

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
64,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
26,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
33,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
168,109

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
101,724

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　作業所（ゆいまーる）の移送費の支出について（１月分）
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,088

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
2,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１月分）
97,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（１月分）
19,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費（１月分）の支出について
31,232

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
21,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
29,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
16,431

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（入浴用いす）の支出について（１月分）
1,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１１月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１１，１２月分）
3,840
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（１月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車・バス）の支出について（１２，１月分）
8,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（両足底装具）の支出について（１月分）
30,392

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（矯正眼鏡）の支出について（１月分）
20,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（１月分）
224,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 天王寺区子育てナビゲーション広報用ポスター・チラシの作成、印刷に係る経費の支出について
62,316

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
116,618

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,532

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,288

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
59,678

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,046

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（１月分）
8,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
24,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,598

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
38,336

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近用眼鏡）の支出について（１月分）
13,905

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度　第３回コホート検討会参画医師の報償金の支出について
11,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【かのん保育ママ　1月分】
1,079,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成27年2月）の支出について
1,384,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
17,138

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
620

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２７年１月分）
64,214

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
360,775

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
146,756

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
23,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成26年４月～７月分）の支出について
9,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成26年４月～７月分）の支出について
9,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
159,924

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
943

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,334
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
5,494

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
10,086

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・１月分）
49,878

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・１月分）
148,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
386

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
5,154

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
1,722

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（１月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（１月分）
9,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（１月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
103,952

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
104

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,974

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,972

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
29,109

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（１月分）にかかる支出について
8,446

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２７年１月分）
249,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
17,612

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金(窓口３月分)の支出について
190,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成27年１月分）
3,783

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成27年１月分）
7,673

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
1,588

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
11,613

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
4,666

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
18,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,454

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
870

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 企画総務課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年１月分）
529

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 企画総務課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について(平成26年12月分）
3,948

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業　災害対応用ビブスの購入にかかる経費の支出について
140,400

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（12月分）
91,065

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 収容避難所整備事業　折畳式リヤカーの購入にかかる経費の支出について
150,768

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区家具転倒防止器具取付事業　家具転倒防止器具（H26.12月分）にかかる支払いについて
6,966

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 子どもの防犯に向けたまちづくり事業にかかる防犯カメラ設置事前調査費用の支出について
2,376

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺」事業　ポスター印刷実施にかかる経費の支出について
15,552

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ27年１月分）
3,993

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
1,886

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
492
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天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
140

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
574

天王寺区役所 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
39,852

浪速区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成26年11・12月分）の支出について
2,111

浪速区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年12月分）の支出について
3,815

浪速区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成26年12月分）の支出について
21,020

浪速区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者等に対する報酬の支出について（口座不能分の再支出）
8,800

浪速区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙事務用浪速区開票所臨時電話架設費用等の支出について
11,722

浪速区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成27年1月分）の支出について
10,798

浪速区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月分）②の支出について
33,624

浪速区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月分）③の支出について
320

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（1月分）
3,378

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について(平成27年1月分)
218,808

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について(平成27年1月分)
430,992

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について(平成27年1月分)
30,348

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成27年1月分)
27,528

浪速区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成27年1月分)
167,859

浪速区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年1月分）の支出について
1,180

浪速区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校１月分）
5,060

浪速区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について(平成27年1月分)
10,281

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（敷津小学校１２月分）
2,038

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年12月組戻分）の支出について
480

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
21,826

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（平成27年1月分）への繰入について
4,380

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（平成27年2月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
83,648

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（27年2月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託に一部契約変更について（概算契約）
318,767

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（1月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（平成27年2月号）配付業務に係る経費の支出について（概算契約）
52,078

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成26年10～12月分並びに平成27年1月分）の支出について
17,520

浪速区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
560

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年1月分）の支出について
10,331

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年1月分）の支出について
138,333

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年1月分）の支出について
10,147

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年1月分）の支出について
16,614

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年1月分）の支出について
18,400

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年1月分）の支出について
891

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（27年1月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
896

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
82

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる受取人払い郵便料金の支出について（平成２６年１２月分）
97

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年1月分）の支出について
1,148

浪速区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年1月分）の支出について
2,775

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（２月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（２月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費の支出について（平成２６年１２月分）
2,439,720

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所書類搬送設備にかかる保守点検業務委託経費の支出について（住民情報事務用）（第３回）
27,432

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１月分）
25,228

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１月分）
49,076
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浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年2月支払分）
372,748

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成27年2月支払分）
400,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成27年2月支払分）
1,980,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成27年1月分）
720

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分）
37,789

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入について
1,270

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入について
10,400

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）住民情報業務等の委託に伴うレイアウト変更にかかる消耗品購入経費の支出について
105,300

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（1月分）の支出について
2,280

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
104,127

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1月分）の支出について
3,169

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
492

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（1月分）の支出について
15,580

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1月分）の支出について
22,601

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1月分）の支出について
131,655

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1月分）の支出について
493,230

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1月分）の支出について
43,021

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1月分）の支出について
37,012

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（1月分）の支出について
5,345

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（1月分）の支出について
50,040

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練の実施事業用物品の購入経費の支出について
181,980

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用・学校体育施設開放事業用石油ストーブ等購入経費の支出について
21,600

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用・学校体育施設開放事業用石油ストーブ等購入経費の支出について
87,156

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 区役所青色防犯パトロールカーの修繕経費の支出について
41,040

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成26年11～12月分）
30,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用書籍購入経費の支出について
12,279

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「人権を考える区民のつどい」企画運営業務委託経費の支出について
236,520

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度「浪速区成人の日記念のつどい」の会場使用料の支出について
414,480

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
12,474

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用インクカートリッジ等購入経費の支出について
40,689

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１月分）の支出について
2,220

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(１月分）の支出について
360

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（１月分）の支出について
4,840

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 浪速区民センター機械室防火防煙ダンパー修繕工事の実施経費の支出について
486,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業ホイッスル等の購入経費の支出について（12月分-2）
51,786

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
9,172

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
10,869

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「Live Session 728」イベント告知チラシ等印刷業務の経費の支出について
64,800

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
500

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入（１月分）の支出について
246

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用バレーボール等購入経費の支出について（１２月分）
77,652

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市立浪速区民センター用折りたたみ式長机購入経費の支出について
251,100

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用自転車駐輪場マップの作成にかかる経費の支出について
59,400

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（日本橋地域活動協議会）
175,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業・はぐくみネット事業用インクカートリッジ等購入経費の支出について
17,877

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業・はぐくみネット事業用インクカートリッジ等購入経費の支出について
25,920

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年１月分）
7,526
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浪速区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年１月分）
1,670

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働事業関係事務用パンフレットスタンドの購入経費の支出について
31,104

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 浪速区民センター自動ドア修繕工事にかかる経費の支出について
603,720

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
1,932

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年１月分）
1,944

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
10,906

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（１月分）
11,852

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年１月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年１月分）
7,026

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区夜市プレ事業及び関連調査業務にかかる経費の支出について
3,888,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託料の支出について（１月分）
381,952

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１２月分の支出について
8,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・２月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・２月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５３４外１名（２月支払分）
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００４４（２月支払分）
23,622

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１０、１１月分の支出について
146,776

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１、１２月分の支出について
42,334

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
171,504

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２６年７～１２月、平成２７年１月分の支出について
224,710

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２７年１月１５日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１０～１２月分の支出について
81,519

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２・１月分の支出について
257,643

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１～１月分の支出について
145,924

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１、１２月分の支出について
44,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１１・１２月分の支出について
27,430

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）１２月分の支出について
69,120

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）１２月分の支出について
70,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
216,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）１１月分の支出について
11,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１２月分の支出について
44,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）１０月分の支出について
17,790

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１１・１２・１月分の支出について
106,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１０～１２月分の支出について
52,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００８８
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００６０外１件　２月支払分
28,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３２８外１２件７名分　２月支払分
230,738

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８１７　２月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１～１２月分の支出について
89,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１月分の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（給付制限による償還払い利用者10割負担分）６・７月分の支出について
103,622

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１月分の支出について
1,944

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（給付制限による償還払い利用者10割負担分）７・８月分の支出について
333,244

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,229

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２６年７～１２月、平成２７年１月分の支出について
259,398

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
216,460
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分－２））
2,579

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～１月分の支出について
41,660

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
78,965

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１１８　２月支払分
29,375

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１５０　２月支払分
45,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４９０外６件３名分　２月支払分
122,167

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８２９　２月支払分
12,030

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
9,264

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
480

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１２月分）
1,590

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２・１月分の支出について
395,554

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１２月分の支出について
780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１１～１月分の支出について
310,172

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１２・１月分の支出について
64,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）１月分の支出について
26,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）１月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
234,670

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１２０　２月支払分
55,439

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について（１１月分））
9,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 特定健診啓発用クリアファイル及び介護予防チラシ印刷経費の支出について
67,392

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 未支払の児童手当給付費の支出について（平成26年10月分）
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 特定健診啓発用クリアファイル及び介護予防チラシ印刷経費の支出について
30,888

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１月分の支出について
55,512

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１月分の支出について
2,765

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（１月分）
8,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２７年１月分）
125,010

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（生活困窮者自立支援事業　１２月～１月分）
2,736

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１、１２月分の支出について
170,910

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,077

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,082

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２・１月分の支出について
320,862

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月、平成２７年１月分の支出について
1,307,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,322

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,967

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１２３　２月支払分
19,492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３３００１４・１４１０３３００１５　２月支払分
22,671

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１２７　２月支払分
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
38,431,110

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１０～１２、平成２７年１月分の支出について
102,086

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
17,861,897
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
440,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２７年１，２月分の支出について
246,131

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　３月分
2,164,150

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３８　２月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４２６外４件５名分　２月支払分
101,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３９６外６件７名分　２月支払分
117,477

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１０４　２月支払分
16,412

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５５２外１件　２月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３００外１１件１２名分　２月支払分
225,334

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１月分の支出について
19,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（２月分）の支出について
2,631,010

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１５１　２月支払分
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）１月分の支出について
217,924

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１０～１月分の支出について
69,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療報酬）６・１０月分の支出について
76,872

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１０・１１・１２月分の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）１２月分の支出について
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１２１　２月支払分
65,981

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）１月分の支出について
2,657

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１・２月分の支出について
5,562

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２・１月分の支出について
53,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
480

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年２月支払決定分②）
152,579

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年２月支払決定分①）
399,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１２４　２月支払分
13,204

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年２月支払決定分）
198,816

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２～２月分の支出について
269,968

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１～平成２７年１月分の支出について
56,743

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２７年１，２月分の支出について
219,996

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
257,092

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
8,999

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年２月支払決定分）
364,723

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年２月支払決定分）
20,477

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
19,494

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分受取人払）の支出について
48,103

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
517,736

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
16,912

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
1,230

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
820
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
688

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
3,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
13,220

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,320

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,860

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
131,922

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（１月分）の支出について
420,474

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１月、平成２７年１月分の支出について
153,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１、１２月分の支出について
91,844

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）平成２６年１２月、平成２７年１月分の支出について
225,152

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
218,320

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
1,524

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
19,594

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
169,793

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分受取人払）の支出について
16,034

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
1,192

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
9,020

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
2,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２７年１月分
535,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２７年１月分
824,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務の委託にかかる委託料の支出について「あい・あい保育園　桜川園」平成２７年１月分
1,250,920

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）平成２７年１月分
967,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
1,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
5,740

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（１月分）の支出について
14,808

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（２７年３月支払５２名分）
635,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
3,690

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分受取人払）の支出について
7,576

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
39,128

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
9,840

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
15,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（１月分一般後納）の支出について
1,640

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
50,399

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,594,911

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,020

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,246

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について（平成26年12月分）
2,899

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成26年12月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
292,889

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員との面談にかかる旅費の支出について（平成２７年１月２１日分）
4,640

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙当日従事者用弁当（昼食）にかかる経費の支出について（１２３名分）
54,119
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西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙当日従事者用弁当（夕食）にかかる経費の支出について（１２３名分）
54,119

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 公営個人演説会の開催にかかる会場使用料の支出について
18,050

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
577,922

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
101,986

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用ソフトキャリーの購入に係る経費の支出について
17,064

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民相談事業用料金受取人払郵便封筒購入にかかる経費の支出について
29,700

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成27年2月号）
328,708

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　第7回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
36,720

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年1月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成27年2月号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画）用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
510

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 書類印刷用トナーカートリッジ外の購入にかかる経費の支出について
250,689

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成27年2月号）
350,730

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
5,296

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分：統一地方選挙）
2,460

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員選挙用投票管理者にかかる報酬の支出について
12,480

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年1月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
604,800

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
9,620

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,837

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,927

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　人事総務課分コピー代金の支出について
36,722

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２７年１月分データ通信料の支出について
4,893

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成27年2月号）
74,341

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
1,422

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,026

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
2,610

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年1月分）
2,870

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
1,264

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
7,912

西淀川区役所 人事総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
820

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
369

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,029

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
5,408

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
177

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
9,407

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,557

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
113

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
794

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,402

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月02日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
227
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・生涯学習共催事業「学びの区民連続講座（１２月１６日開催分）」における講師謝礼金の支出について
16,640

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用横断幕外10点の購入にかかる経費の支出について
88,808

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年育成推進事業「区民のつどい」における周知用チラシの作成にかかる経費の支出について
25,920

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全推進事業用安全安心マップ４種の作成及びまわるんじゃー通信の作成にかかる経費の支出について
82,080

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　液晶テレビの購入経費の支出について
38,880

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　区本部員用ヘルメットの購入経費の支出について
46,872

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業委託にかかる経費（10月・11月・12月分）の支出について
422,820

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどい用ごみ袋外１６点の購入にかかる経費の支出について
117,736

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 成人の日記念のつどい用紅白幕クリーニングにかかる経費の支出について
14,871

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２７年１月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
1,533

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「いのちのふれあい授業」（柏里小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　腕章の購入経費の支出について
326,592

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念事業用記念品（タッチパネル対応ボールペン）の購入にかかる経費の支出について
42,120

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業「生涯学習フェスタ」における資材運搬にかかる経費の支出について
58,320

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 矢倉地区整備基本構想検討事業用「西淀川区矢倉地区の有効活用に関する検討会議」にかかる報奨金の支出について（平成２６年１２月１日開催分）
13,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子人形劇鑑賞会」（姫島幼稚園PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
13,760

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
5,780

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 商店街にぎわい再生事業用、エアー看板の購入にかかる経費の支出について
87,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度人権啓発推進事業業務委託にかかる経費の支出について
686,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用賞状額外の購入かかる経費の支出について
72,828

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用、プランター外５点購入にかかる経費の支出について
270,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１月分・大野川緑陰道路一斉清掃事業）
1,080

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、再生シートの購入にかかる経費の支出について
45,360

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（１月分）の支出について
6,362

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
2,340

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区内工業支援事業用、ビジネスプロジェクター外６点の購入にかかる経費の支出について
214,930

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２７．１月分）の支出について
1,010

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（1月分）の支出について
324,648

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（１月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（発達障がいサポーター事業・平成27年1月）における報償金の支出について
264,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
6,180

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
212

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１月分）
106,193

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
5,998

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１月分）
4,264

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
97

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
3,990

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
6,219

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
1,886

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
984

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,476

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
205

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度１月分）
1,448

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
260

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
2,619,587

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
315,853

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年２月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年２月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
174,021

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
250,172

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
299,854

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
297,972

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
550

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
173,049

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
5,291

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
3,690

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業用LDPE袋の購入にかかる経費の支出について
324,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月、平成２７年1月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,950

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,620

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
99,553

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
3,862

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
115,767

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
22,865

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
69,799

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
493,312

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
14,048

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
252,320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
93,574

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
68,289

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,330

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,468

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
153,464

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
164,428

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
148,230

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）２月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）２月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
1,757

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
22,320

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
218,584

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
55,250

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
82,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
100,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
43,940

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
226,199

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる文書料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
25,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
14,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産扶助金）の支出について
27,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
225,612
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西淀川区役所 福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
233,740

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
285,570

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
156,898

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,630

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
658,340

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
191,983

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
117,590

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,350

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,150

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
242,380

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 組戻に伴う生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,452

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
48,810

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
5,517

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
264,561

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
134,918

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
113,060

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費(生活扶助金）の支出について
380

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
86,610

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
12,448

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
42,639

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
293,595

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
40,010

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
242,230

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費２月分の支出について
2,375,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
1,944

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
4,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
492

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼１月分にかかる経費の支出について
10,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,268

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について
21,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
28,929

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
12,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について
10,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
12,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
79,972

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,260

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる義歯作成費（医療扶助金）の支出について
8,240

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
50,720

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について
1,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
211,564

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
100,000
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西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成26年10月～12月分）にかかる経費の支出について
17,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　１月請求分の支出について
6,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
180,430

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,040

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
211,970

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
368,030

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
94,710

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
980

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
1,530

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
600

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年　1月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
3,237

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
560

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
1,127,646

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
456,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
43,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
7,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
39,190

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による日割家賃（住宅扶助金）の支出について
16,572

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅工事代（住宅扶助金）の支出について
65,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
29,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成26年10月、平成27年1月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月こども医療助成にかかる償還払の支出について
759,532

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年２月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
139,518

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
314,294

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
9,936

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
233,524

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
233,524

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
15,216

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年1月分）
25,192

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,255,628

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
3,460

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,460

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
25,807

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
326,764

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
110,552

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
25,984

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
13,080

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（平成27年1月分）
911,850

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（ゆりかごハウス）（平成27年1月分）
1,564,770



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（きららかしわざと保育園）（平成27年1月分）
1,578,290

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（平成27年1月分）
544,840

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（小規模保育施設ベビーランドさくら園）（平成27年1月分）
2,470,650

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
420,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
78,759

西淀川区役所 保健課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
34,116

西淀川区役所 保健課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
4,492

西淀川区役所 保健課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分小口支払基金の繰入について
672

西淀川区役所 保健課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分小口支払基金の繰入について
6,266

西淀川区役所 保健課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年１月分小口支払基金の繰入について
5,796

西淀川区役所 保健課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分小口支払基金の繰入について
3,753

西淀川区役所 保健課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　１月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年１月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
404,850

西淀川区役所 保健課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年１月分市内出張交通費の支出について
5,380

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　保健課コピー代金の支出について
12,955

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
5,494

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
820

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２７年１月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
756

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会事業用第３回参画医師報償金の支出について
11,360

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
994

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
4,071

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
4,517

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
20,453

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
4,656

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
420

西淀川区役所 保健課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
20,019

淀川区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（１２月分）
2,904,147

淀川区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（12月分）
3,815

淀川区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（12月分）
20,156

淀川区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
510,827

淀川区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（１月分）
2,909,478

淀川区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙開票所の時間外利用料の支出について
24,150

淀川区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分②）
19,440

淀川区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分②）
432

淀川区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員選挙開票所用臨時電話架設費の支出について
45,068

淀川区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用直管蛍光灯（ほか４点）の買入経費の支出について
33,858

淀川区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用電気設備工事委託料の支出について
65,948

淀川区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
240,859

淀川区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
3,171

淀川区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（1月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入契約にかかる経費の支出について（1月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月２回目）
8,908

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月１回目）
74,507

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について(１月分）
2,163,527

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備にかかる支出について（1月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（1月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（1月分）
3,888
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淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙管理委員会用（手動式鉛筆削り機ほか８点）買入経費の支出について
67,251

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月４回目）
2,292

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用品（ホワイトボードほか16点）の買入経費の支出について
32,940

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務・統計調査用コピー代の支出について（１月分）
21,412

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
2,154

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約にかかる経費の支出ついて（1月分）
23,728

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月３回目・統計調査分）
2,460

淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課事務・統計調査用コピー代の支出について（１月分）
5,500

淀川区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
168,724

淀川区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
492

淀川区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,722

淀川区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
8,107

淀川区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月５回目・統計調査分）
1,380

淀川区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子の購入並びに同経費の支出について
2,263

淀川区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分①）
9,720

淀川区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分①）
432

淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所旧庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（1月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所庁舎における給排水設備維持管理業務にかかる経費の支出について（3回目）
6,480

淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度２月６回目・採用試験分）
600

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（木川小学校区）の支出について（第１回　１１月実施分）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯にかかる布貼り看板の購入経費の支出について
213,840

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第１５回）
50,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（２６年１１月分）
2,489,997

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（１２月分）
97

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区人権啓発チラシ作成にかかる執筆謝礼の支出について
21,300

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日記念のつどいにかかる花束外２点の購入経費の支出について
49,680

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区成人の日記念のつどいにかかるプログラム印刷製本費の支出について
24,840

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１４回目）
180,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区役所所管敷地内における水道メーター移設工事にかかる経費の支出について
982,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業用粉ミルクの買入経費の支出について
327,888

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区人権啓発講演会「子どもたちの多様性を理解するために」案内チラシの作成及び所要経費の支出について
45,360

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区人権啓発チラシの作成にかかる所要経費の支出について
19,440

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　淀川区学校支援ボランティア人材募集事業の委託にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
421,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 小学生の読書活動支援事業事務用　書架の購入にかかる経費の支出について（追加分）
70,848

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにかかる司会謝礼の支出について
17,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 成人の日記念のつどいにかかる手話通訳業務委託料の支出について
21,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどいにかかる警備業務委託料の支出について
50,760

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（東三国地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 絵本展「ものがたりのちから」にかかる講師謝礼金の支出について
99,180

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における経費一部負担事業における所要経費の支出について（木川南小学校ＰＴＡ）
19,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（新高幼稚園ＰＴＡ）
25,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 デザインひったくり防止カバーの購入経費の支出について
315,360

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 絵本展「ものがたりのちから」にかかる広報物等印刷経費の支出について
97,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 学校サポート事業のイベントにかかる行事保険経費の支出について(2月分)
2,700

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全啓発活動用事務用品（USBメモリーほか１６点）の購入並びに同経費の支出について
50,932

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
648

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
108

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,296
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淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第41回淀川区新春たこあげ大会用安全反射リストバンドほか２点の買入にかかる経費の支出について
116,910

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
600

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,722

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
328

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度「成人の日記念のつどい」にかかる会場設備使用料の支出について
458,988

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第５回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第３回）１１月実施分
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 よどがわ河川敷フェスティバル事業経費にかかる分担金の支出（精算払）について
763,250

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（宮原中学校11月実施分）
12,900

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（宮原中学校12月実施分）
12,900

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費の支出について（１回目）
148,674

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用消耗品の買入経費の支出について
38,901

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おおなわとび大会用　賞状用紙ほか４点購入経費の支出について
11,448

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯業務にかかる自転車関連用品の購入並びに同経費の支出について
109,787

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品（追加分）の買入経費の支出について
199,746

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 夢ちゃん緑と花のまちづくり推進事業用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
135,648

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 おおなわとび大会用　ラインテープ購入経費の支出について
6,156

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 防災事業に関する意見交換会における手話通訳業務経費の支出について
21,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
2,100

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（西中島幼稚園ＰＴＡ）
10,400

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
120

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（１月分）の支出について
33,271

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
7,380

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
482

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
14,338

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
738

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
3,180

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
2,132

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
2,460

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
1,681

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
1,490

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（平成26年12月分）
2,376,997

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年１月分の料金後納郵便料金の支出について
3,290

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２７年２月請求分）
135,700

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について（平成２６年１１月分）
7,543

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（十三中学校1月実施分）
15,050

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（宮原中学校1月実施分）
12,900

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ニガウリ（ゴーヤ）の種子外２点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
24,775

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の読書活動支援事業事務用　はぐくみ文庫にかかる図書関連消耗品の購入にかかる経費の支出について
80,676

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用アルファ化米（淀川区役所）買入経費の支出について
417,312

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の読書活動支援事業事務用　はぐくみ文庫にかかる消耗品の購入にかかる経費の支出について
111,832

淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（1月分）の支出について
105,275

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年２月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
6,805

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年２月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
53,089

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用うちわの買入経費の支出について
34,560
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淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度２月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
450,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度２月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
327,662

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約料の支出について（平成２６年１２月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月処理分）
5,892

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
2,451

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
261,108

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用市内出張交通費の支出について（４月～１１月）
20,114

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
631,005

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度２月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
500,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度２月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
220,190

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
12,984

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,672

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,328

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料の支出について
7,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料の支出について
163,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
21,889

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料の支出について
202,990

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年１月分料金後納郵便（管理）の支出について
45,080

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２７年１月分コピー代金（管理）の支出について
7,207

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年１月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
49,477

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,266

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年１月分料金後納郵便（管理）の支出について
837,319

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（１月分）
7,804

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用事務用品（レシート用ロール紙ほか１点）買入経費の支出について
45,144

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２７年１月分コピー代金（保険）の支出について
9,323

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
129,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
145,475

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
38,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
33,120

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,170

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
40,808

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　２月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度２月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
7,918

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　２月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１２月分）
18,437

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（12月分）
15,651

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１２月分）
10,056

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１２月分）
8,382

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
14,986

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
6,838

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
44,592

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
22,846

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
602,656

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
223,726

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
115,635

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
46,007
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
67,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
4,842

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
6,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
1,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２６年１２月分）の支出について
7,165

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
2,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
277,230

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
78,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
336,131

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
4,540

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,860

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,064

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
77,530

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,436

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
262,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,450

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
430

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
624

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（１１月分）の支出について
660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（第４四半期：概算）
1,179,157

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム機器更改研修にかかる市内出張交通費の支出について（10～11月保健福祉分）
3,510

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
51,498

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
30,276

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
285,490

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
4,857

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
30,853

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
740,519

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（第２４号）
41,040

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
18,176

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
28,454

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
6,869

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
245,790

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 緊急母子一時保護中のＤＶ被害者の法律相談に係るタクシー利用料金の支出について
920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業業務委託料の支出について（１月分）
42,420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
1,580

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
39,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
40,484

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
98,769

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,880
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
115,898

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
131,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
85,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
186,420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
37,448

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年1月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
62,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成26年12月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康教育にかかる睡眠啓発用パンフレットの作成および同経費の支出について
21,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第３四半期分）
15,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度子ども手当給付費２月分の支給について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
159,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
40,736

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
85,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
65,430

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
34,808

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（転宅資金）の支出について
260,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,353

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
268,538

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,216

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,585

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,397

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区障がい者就労移行支援事業者合同説明会手話通訳料の支出について（1月10日開催）
21,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
126,454

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
20,030

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
199,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
61,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
172

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
200,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,744

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,876

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
51,822

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,490

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
321,370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,768

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
407

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
7,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
3,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
6,374
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
48,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
196,314

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
2,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
2,540

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（４・５・７・９・１２月分）の支出について
2,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
143,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,030

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
308,254

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
353,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
34,977

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
102,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,610

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ１月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ購入費の支出について（１月）
81,388

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
287,928

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,120

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
248,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
16,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について
27,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について
250,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
276,563

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（1月分）
14,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用窓口発券機用ロール紙の購入経費の支出について
19,926

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーの購入経費の支出について
61,219

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ゴム印の購入経費の支出について
1,668

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（４人×１２０回分）の購入経費の支出について
35,251

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
21,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
120,964

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
14,580

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
194,820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
227,210

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
18,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
244,324

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,082,150
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,073,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
596,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
9,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
9,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
16,321

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
14,099

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
13,550

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
14,421

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
136,704

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
340,442

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
46,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
32,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,980

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（２月分）にかかる支出について
2,946,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
282,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１月分）
10,109

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１月分）
10,109

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ３歳児の食育推進事業にかかる食育リーフレットの作成及び同経費の支出について
16,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中学生の食育推進事業にかかる食育リーフレットの作成並びに同経費の支出について
22,302

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月返信用封筒分）
291

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月返信用封筒分）
2,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２７年１月分）の支出について
7,954

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（第３四半期：精算追給分）
235,873

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
11,350

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
3,792

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
445,926

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
2,870

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月受取人払分）
32,126

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
527

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,064,982

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月受取人払分）
74,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
952

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度2月分重度障がい者医療費助成の支給について
2,635,956

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
1,476

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
6,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
4,414

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
5,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度2月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
713,867

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当用コピー代の支出について（１月分）
35,377

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
38,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
184,599

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
319,752
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
368,442

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,942

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
902

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
4,414

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料１月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料１月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
748

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月受取人払分）
26,772

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
18,778

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
348,312

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
6,288

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
8,328

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
140

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
35,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
6,708

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
36,478

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
2,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度2月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
830,198

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
868

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
5,722

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度２月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
176,090

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
29,717

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（１月分）
15,062

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
92,425

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
34,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（１月分）
8,422

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（１月分）
838

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
288,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援業務用パンフレットスタンドの購入並びに同経費の支出について
88,344

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
1,898

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
4,067

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
21,986

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
1,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶購入費の支出について（１月）
778

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
125,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
518,801

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
126,980

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
30,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
32,054

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
68,888

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（１月分）
16,911
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
429,345

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
77,325

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
171,879

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
236,021

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（１月分）
655,370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉業務用お茶購入費の支出について（１月）
777

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（1月分）
6,298

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（1月分）
4,066

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
115,395

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（1月分）
200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
252,817

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（1月分）
1,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用品（つづりひもほか２点）の買入経費の支出について
14,904

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
193,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
119,878

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
72,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
13,820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,019,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）の業務委託にかかる経費の支出について（みゆきっこ　つばめ保育園）（１月分）
2,083,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
828

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
600,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成26年10月分）の支出について
684

淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（1月分）
1,350

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,280

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
43,740

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)017号～020号の印刷及び同経費の支出について（018号分）
17,820

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成27年1月号分）
146,777

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
293,760

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター・広報誌アンケート用（受取人払）後納郵便料金（1月分）の支出について
16,200

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区広報板の撤去及び運搬業務（その2）の委託及び同経費の支出について
37,584

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報情報発信事業にかかる物品（SDXCカード外３点）の購入及び同経費の支出について
60,804

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
726,321

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
653,397

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（1月分）の支出について
5,136

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（１月分）
108

淀川区役所 政策企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 発達障がいや不登校等の子どもサポーター養成事業にかかる委託料の支出について（完成払）
1,428,677

東淀川区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成26年12月分）
47,148
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東淀川区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（12月ライセンス料）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
91,815

東淀川区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（平成26年10月～12月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（平成26年10月～12月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（平成26年10月～12月分）
25,638

東淀川区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
476

東淀川区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所DSドライバー錠取替え工事に係る経費の支出について
72,360

東淀川区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分電話料金（出張所センター）の支出について
59,720

東淀川区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
51,138

東淀川区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成26年10月～12月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入について（平成27年１月分②）
300

東淀川区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙経常事務用液状のり外10点の購入経費の支出について
33,729

東淀川区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用ドラムカートリッジ外23点の購入に係る経費の支出について
79,615

東淀川区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成26年12月分）
83,700

東淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年２月分）
20,960

東淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における民間事務従事者の報酬等（口座振替不能分）の支出について
11,899

東淀川区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査におけるキャスターの購入経費の支出について
2,280

東淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所簡易専用水道定期検査料の支出について
8,640

東淀川区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託に係る経費の支出について
2,350,000

東淀川区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（１月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（電話料金１月利用分）
14,044

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度所属人権研修に係る講師謝礼の支出について
87,900

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ロッカー等鍵の購入に係る経費の支出について
70,416

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　コンパクト蛍光灯ランプの購入に係る経費の支出について
26,568

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷経費の支出について（2月号分）
293,436

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
28,105

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成27年１月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号分）
348,630

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度東淀川区区政会議［安全・安心部会］及び［健康・福祉・子育て部会］に係る議事のテープ起こし及び議事録作成業務の経費の支出について
36,720

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成26年4月号～平成27年3月号）（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（2月号）
126,813

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（2月号分）
124,200

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（１月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成27年１月）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年１月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
2,332

東淀川区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
9,472

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年1月分　国民健康保険療養費の支出について
1,612,292

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年2月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年2月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年1月分　国民健康保険療養費の支出について
16,395

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年１月受付分）
2,230

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年２月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年２月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
3,020

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年1月分国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
106,189

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金に支払について（平成２７年１月受付分）
368,021

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)事務にかかる自動車臨時運行許可申請書・許可証経費の支出について
34,560
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）　公印の購入経費の支出について（郵便局用）
5,184

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（管理）事務用郵便切手購入経費の支出について
295,600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２６年１１月分）の支出について
5,116,057

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２６年１１月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年１２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
21,959

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年１月受付分）
123,060

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
2,200

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（催告書用）外１点の購入経費の支出について
201,960

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(12月分)
1,000,204

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(12月分)
2,000,407

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年１月受付分）
33,302

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(12月分)
500,102

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年1月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,780,250

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
77,703

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成２７年１月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成２７年１月分）
6,912

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
147,532

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について（平成27年１月分）
23,038

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１月分)
6,312

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２７年１月分）の支出について
4,756

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１月分)
249,383

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１月分)
1,167,289

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
149,784

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１月分)
105,628

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(１月分)
192,158

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業用にかかる安全安心教室用冊子作成経費の支出について
378,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査に係る調査員報酬の支払いについて
513,480

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,900

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪抑止パトロール事業用にかかる自転車ワイヤーロック購入経費の支出について
202,500

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災ワークショップ「生活の中の防災活動」に係る報償金の支出について
19,380

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域公共人材事業用消耗品（色画用紙）の購入について
2,160

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 「東淀川区ＢＣＰ」の策定事業に係る第３回東淀川区ＢＣＰ策定会議準備会の講師謝礼金の支出について
38,020

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,905

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,820

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ワークショップ「困りごとを解決するご近所力をつくろう」に係る報償金の支出について
8,400

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大人が絵本を楽しむ会」にかかる保育ボランティア報償金の支出について
7,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各種事業用　蛍光マーカー外30点購入経費の支出について
271,977

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区役所災害時緊急連絡用携帯電話（PHS）買入に伴う支出について
312,802

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各種事業用　蛍光マーカー外30点購入経費の支出について
18,279

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（１０月分）
192

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 話し方講座実施にかかる保育報償金の支出について
6,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座の実施にかかる報償金の支出について（第２回（夜間）平成27年１月27日実施分）
25,420

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「絵本のサロン～それから、それから、～」実施にかかる保育報償金の支出について
7,200

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座の実施にかかる報償金の支出について（第２回（昼間）平成27年１月29日実施分）
20,860

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座の実施にかかる報償金の支出について（第１回（昼間）平成27年１月22日実施分）
20,860

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 話し方講座にかかる講師謝礼金の支出について
42,080

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座の実施にかかる報償金の支出について（第３回（夜間）平成27年２月３日実施分）
25,420

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座実施にかかる保育報償金の支出について（第１回（昼間）平成27年１月22日実施分）
6,000
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東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（12月17日防災講演会）に係る報償金の支出について
7,980

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座の実施にかかる報償金の支出について（第１回（夜間）平成27年１月20日実施分）
25,420

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域公共人材育成事業に係る消耗品費の支出について
3,060

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力の向上事業用消耗品購入経費の支出について
247,384

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「子育て講演会」実施にかかる開催案内チラシの作成経費の支出について
14,256

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール事業用自動車法定12か月点検費の支出について
52,682

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東淀川区民ホールのグランドピアノ調律経費の支出について
8,640

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ワークショップ「淡路駅周辺の自転車利用を考える」の実施に伴う講師に対する報償金の支出について
66,720

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（１月分）の支出について
318,600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料(第３四半期分)の支出について
5,923,979

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（大隅東小学校）
1,627,100

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年12月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
22,483

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
2,870

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（平成27年１月分）
12

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 １月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,657

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年12月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「絵本のサロン～それから、それから、～」実施にかかる講師謝礼金の支出について（第１回）
15,760

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第３回（昼間）平成27年２月10日実施分）
29,420

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「絵本のサロン～それから、それから、～」実施にかかる講師謝礼金の支出について（第２回）
12,720

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第３回（夜間）平成27年２月12日実施分）
23,720

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度１月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
14,118

東淀川区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度１月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成26年12月分）
7,695

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年１０月申請分）
1,782,282

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
3,223,831

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年１０月申請分）
741,522

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
3,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
69,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金２月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（１２月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（１２月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（１２月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（１２月分）にかかる報償金の支出について
249,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（１２月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金２月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１２月分）
2,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）の支出について
65,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
235,864

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
221,868

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
396,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
220,744

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
199,296

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－２）
753

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－２）
1,400
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
403,974

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
858,931

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
229,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２７年１月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
23,952

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
199,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
120,253

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
189,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
128,254

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
113,724

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
236,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
60,718

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
57,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
5,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
82,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
35,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関)にかかる経費の支出について
18,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
59,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
2,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について(10～12月)
12,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
165,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
69,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
279,061

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
3,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
273,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
5,966

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
15,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
215,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年９月分）
19,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年10月分）
20,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
19,817

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
150,073

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
4,716

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
27,258

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成26年12月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
15,822

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
144,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
95,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
221,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
222,344

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
213,184

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年10月分）
680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年９月分）
1,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
118,109

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
315,951

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
272,375

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
57,937
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
382,045

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
99,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
320,607

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
39,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分）の支出について
25,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
225,661

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
362,796

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
190,539

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
87,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
350,090

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
92,379

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
226,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
54,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度東淀川区ＰＴＡ地域教育活動研修に係る講師謝礼の支出について（第１・３分科会）
25,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１２月分）２
237,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１２月分）
205,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
3,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
5,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－３）
6,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「女性の平均寿命延伸作戦」アンケート調査票の封入及び集計に係る業務委託の支出について
312,897

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－３）
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
5,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
4,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
1,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
4,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
1,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
4,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
310,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
262,476

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 現年度歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付について
1,966

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
9,932

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（社会復帰相談事業）の支出について
1,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 現年度歳出戻入金（本庁執行分）の過誤納付にかかる還付について
1,186

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
11,676

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
140,572

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）の支出について
6,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
225,064

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
177,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－３）
2,095

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－３）
10,735

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年11月申請分）
325,224

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年11月申請分）
47,255

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分－３）
4,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
4,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成２６年４月～１２月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
1,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
20,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
129,218
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
613,926

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
110,905

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
25,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
48,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
35,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
82,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
290,512

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
232,624

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
218,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
229,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
237,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
233,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
324

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,836

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
7,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
2,735

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
55,337

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
114,818

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
161,516

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
666,134

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
256,354

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分費)にかかる経費の支出について
45,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
174,079

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(施設入所サービス等に係る利用料)にかかる経費の支出について
66,743

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
33,503

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
231,202

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
45,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費)にかかる経費の支出について
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
10,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
102,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
115,697

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
110,808

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
78,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３１号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２９号）
145,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２７号）
297,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関)にかかる経費の支出について
34,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
7,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
43,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
180,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度東淀川区成人の日記念のつどい事業に係る消耗品費の支出について
98,379

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度東淀川区成人の日記念のつどいに係るチラシ・ポスターの印刷費の支出について
47,520



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区「望まない妊娠」を防止するための健康教育事業に係る委託料の支出について
139,406

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度東淀川区成人の日記念のつどいに係るフレアホール使用料の支出について
181,656

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用ボックスファイル（タテ）外１８点の購入経費の支出について
21,616

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
299,348

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
566,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）住宅改修費給付事業による扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用ボックスファイル（タテ）外１８点の購入経費の支出について
7,067

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
14,370

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
50,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
20,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
2,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用ボックスファイル（タテ）外１８点の購入経費の支出について
18,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用ボックスファイル（タテ）外１８点の購入経費の支出について
13,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費２月分の支出について
4,149,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年11月分市内出張交通費の支出について（保健福祉課　介護保険）
740

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
31,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費２月分の支出について
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（平成27年１月分）
654,674

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
83,994

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
124,657

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
327,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
18,938

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
11,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
150,247

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
16,524

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
58,030

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等就学費等）にかかる経費の支出について
2,830

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
158,671

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
94,424

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２７年３月分扶助費の支出について（出張所）
6,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２７年３月分扶助費の支出について（出張所）
2,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年３月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
203,833

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
67,246

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２７年３月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年３月分扶助費の支出について（出張所）
1,700,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年１月分）
8,337

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
4,771

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
18,864

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３９号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３５号）
269,924

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
188,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
251,976

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金等）の支出について
618,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
313,800
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区成人の日記念のつどいに係る司会料の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
1,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
1,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年11月分）
18,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年１月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
5,816

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
1,148

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第６回中間払い）
808,045

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成26年度東淀川区成人の日記念のつどいの運搬業務に係る賃借料の支出について
34,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区一時預かり事業に伴う補助金の支払いについて（第3回）
620,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市営交通料金福祉措置（身体・知的・精神）更新交付事務にかかる通信運搬費の支出について（平成27年１月分）
31,981

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
16,121

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成27年１月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
5,517

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
13,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年１月分　郵便料金の支出について（生活支援）
839,567

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
278,694

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
213,553

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
237,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
16,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
63,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
18,162

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１２、１月分）
39,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１月分）
262,351

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
394,754

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
386,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
337,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
366,251

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
389,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
210,464

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１月分）
136,731

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代等)にかかる経費の支出について
341,966

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
398,106

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
75,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
171,687

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
57,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
10,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
54,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
211,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
237,652

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
216,585

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
42,756

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年11月分）
760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
221

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
948

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２７年１月２７日分）の支出について
31,190
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
6,153

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
2,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
45,349

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費、結核医療費公費負担事業及び精神保健事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成26年11月分）
7,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市営交通料金福祉措置（身体・知的・精神）更新交付事務にかかる通信運搬費の支出について（平成27年１月分）
13,706

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
5,822

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
1,332

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
1,312

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託料の支出について（27年1月分）
2,267,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
960,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
1,228,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
1,181,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託の支出について（平成27年1月分）
2,301,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
541,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年１月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
26,794

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
755,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金資金等）の支出について
231,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年1月分
137,594

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年1月分
34,388

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年１月分計２回）
10,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年１月分）
82

東成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（１２月分）
3,815

東成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（１２月分）
21,127

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議員議員総選挙用飲料（86名分）及び選挙事務用品購入経費の支出について
28,011

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議員議員総選挙用「養生シート」の購入経費の支出について
307,800

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院議員総選挙用延長コード外13点の購入経費の支出について
25,965

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議員議員総選挙用飲料（86名分）及び選挙事務用品購入経費の支出について
17,781

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙開票所における開披台等の借上げ経費の支出について
149,990

東成区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙開票所における開披台等の借上げ経費の支出について
120,010

東成区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（１２月分）
51,927

東成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙事務従事者（86名）用（当日分）弁当購入経費の支出について
68,800

東成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙事務従事者（66名分）用（期日前）弁当の購入経費の支出について
52,800

東成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用寝具等の借入経費の支出について
12,960

東成区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１月分）
10,844

東成区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１月分）
5,103

東成区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民モニター用物品購入経費の支出について
15,325

東成区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年度工業統計調査用事務用品購入経費の支出について
8,964

東成区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 個人演説会会場使用料の支出について(平成２６年１２月１４日執行　衆議院議員総選挙)
27,378

東成区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙にかかる職員宿泊施設使用料の支出について
3,000

東成区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,500

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
2,747

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
4,418

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について
33,739
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東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
1,293

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（１月分）
2,079

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所及び東成区保健福祉センター（分館）自動ドア保守点検業務委託経費の支出について
1,901

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙事務従事者（86名）用（当日分）弁当の購入経費の支出について
68,800

東成区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙におけるタクシー借上げ事業経費の支出について
199,950

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（１月分）
18,940

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（１月分）
23,234

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（１月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（１月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（１月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙用投票所の投票管理者報酬の支出について（口座不能による再支出）
12,480

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,674

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１月分）
105,096

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（１２月分）
997,518

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（１月分）
820

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費（平成26年12月分）の支出について
4,810

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
318,038

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
2,948

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１月分）
3,105

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年１月分）
898

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年１月分）
3,690

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（１月分）
49,457

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（１月分）
29,722

東成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年１月分）
902

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年２月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年２月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（１２月分）
20,651

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 プリンタトナー購入経費の支出について
54,400

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 プリンタトナー購入経費の支出について
80,076

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 プリンタトナー購入経費の支出について
20,400

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年３月分～平成２６年１１月分）
510,611

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 プリンタトナー購入経費の支出について
6,800

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１２月分）
2,293,920

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）一般
152,950

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）退職
10,984

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年１月分）
750,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）一般
286,696

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（１月分）
10,208

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年２月分）
923,770

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（２月分）一般
174,337

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（１月分）
525

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険１月分）
9,020

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（１月分）
932

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（１月分）
5,515
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東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険１月分）
22,080

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理１月分）
7,954

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支払いについて（保険年金１月分）
3,170

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険１月分）
148,085

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理１月分）
349,872

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（１月分）
720

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険１月分）
42,722

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険１月分）
78,016

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（１月分）の支出について
1,720

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用品（ラベルシール外９点）の購入経費の支出について
17,285

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
94,752

東成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,750

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
69,397

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（１７名分）
85,365

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について
5,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成27年2月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年2月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
9,072

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
113,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について（２件分）
33,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
25,920

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（家財処分）の支出について
373,572

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
16,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
25,823

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てネットワーク構築支援事業用「ひがしなりっ子すくすくつながるクラブ」リーフレット印刷経費の支出について
23,490

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業用東成区子育て情報誌印刷経費の支出について
113,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
16,740

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(膝装具)の支出について
26,619

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
22,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
10,689

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１２月分）
15,935

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１２月分）
27,333

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
52,350

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
154,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１２月分）
12,779

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
127,568

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
51,246

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（１２月分）
30,725

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業開設にかかる業務委託契約の経費の支出について（１２月分）
2,037,530

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２９名分）
339,475
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東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２件分）
18,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
1,188

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
11,448

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
4,390

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月分＞の支出について
10,693

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
11,947

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
37,308

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について（６件分）
45,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
15,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
29,868

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
41,406

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
37,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
3,075

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について(２件分）
33,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
8,536

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２１名分）
243,182

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
31,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（３件分）
52,202

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
89,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（４件分）
97,043

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療費の支出について（２件分）
179,180

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【１２月分】
20,980

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【１１月追加報告分】
6,840

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
78,002

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかるタクシー代金の支出について（立替払）
1,490

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１月分）の支出について
16,490

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
30,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（２件分）
30,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
159,018

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
340,126

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
70,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
19,516

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分）の支出について（１１名分）
67,985

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
31,282

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
43,862
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東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（１月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
92,433

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
25,152

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
91,716

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
41,406

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
1,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
21,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
70,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
8,638

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（３件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域保健・地域福祉推進支援事業にかかる地域生活支援システム専門分野別実務者会議（健康づくり推進・第3回）アドバイザー謝礼の支出について
14,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
2,525

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
2,820

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
118,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
14,934

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員にかかる活動費の支出について（第３四半期分）
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員にかかる活動費の支出について（第３四半期分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
128,155

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
399,476

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
18,549

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
23,072,138

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
6,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
9,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（１名分）
7,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４５名分）
290,274

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
11,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
80,920

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
12,413,707

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
240,090

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４・５・９月分＞の支出について
7,386

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
74,722

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320
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東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
46,688

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
5,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（３月分）
999,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区健康づくり対策事業　東中本地域元気はつらつ講座における講師謝礼の支出について（平成27年1月実施分）
34,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区地域自立支援協議会関係機関向け学習会講師謝礼金の支払いについて
8,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区健康づくり対策事業　東中本地域元気はつらつ講座にかかる普通傷害保険料の支出について
1,350

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
159,924

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
18,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
972

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
500

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
41,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
13,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
11,050

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
10,596

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
219,975

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
4,390

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（２件分）
39,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,714

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
2,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２６年１０月分、１１月分、１２月分、平成２７年１月分）の支出について
140,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
1,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成27年2月分）
1,269,950

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼金の支出について（平成27年1月30日実施分）
9,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１月分）
13,352

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１月分）
7,973

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（１月分）
7,153

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（１月分）
13,273

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
97,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（２月分）の支出について（２３名分）
128,975

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
229,270

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
229,270

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
3,240
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東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
520

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
1,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
9,290

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
1,620

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
5,996

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
20,745

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,297

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
368

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
960

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,555

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
560

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
1,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
13,636

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,256

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
31

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
756,684

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
238

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,050

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
194,695

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,577

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
7,888

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,706

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,081

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
17,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
5,050

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
108,562

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜1月分＞の支出について
37,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
28,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
27,776

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
223,345

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
1,460

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
468

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
984

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
9,682

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
1,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
266

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,602

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
450

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
16,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,205

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,526
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東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
492

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
15,862

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,442

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
52,226

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
11,516

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年１月分）
540

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
4,005

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
149

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区地域自立支援協議会区民啓発講座報償金の支出について
14,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
1,288

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年２月分）
587,275

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
125,182

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当等一負助成事業用医療費の支出について（平成２７年２月分）
264,899

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（１月分）
5,140

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員管外出張交通費の支出について（１月分）
1,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１月分）
265,764

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（１月分）
26,337

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年２月分）
375,904

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年２月分）
4,640

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（１月分）
343,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
355,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市東成区における新たな地域コミュ二ティ支援事業業務委託経費の支出について（第四回目分）
3,933,231

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（防犯ブザー）買入にかかる経費の支出について
216,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市東成区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（東小橋地域活動協議会）
160,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「ピアノと歌の会」 保育謝礼の支出について（今里幼稚園）
2,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会「ピアノと歌の会」 講師謝礼の支出について（今里幼稚園）
12,400

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（１２月分）の支出について
62,973

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「はぐくみネットコーディネーターのための井戸端会議で交流会！」への講師謝礼の支出について
14,620

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成27年1月分）
7,021

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日のつどい事業にかかる司会進行の業務委託経費の支出について
30,780

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区成人の日記念のつどい事業にかかる東成区民センター大ホール内の舞台関係諸設備、機器の操作並びに運用にかかる業務委託経費の支出について
103,680

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用物品（ヘッドランプほか２点）買入にかかる経費の支出について
39,565

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（１月号分）
58,127

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（２月号分）
179,820

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
64,357

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 成人の日のつどい事業にかかる式典会場装飾品（演台用装飾花）他２点の買入について
28,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（１月分）の支出について
6,550

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（１月分）の支出について
1,200

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（１月分）の支出について
36,719

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（２月号分）
346,269

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
2,322

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
328

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
720

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
164
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東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（１月分）の支出について
482

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
315,176

生野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成26年11・12月分）
3,666

生野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成26年12月分）
3,815

生野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（12月分）
21,020

生野区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務契約にかかる委託料の支出について（平成26年12月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成27年１月号分）
48,600

生野区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第３回生野区区政会議の速記による会議録作成業務経費の支出について
51,840

生野区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成27年１月号分）
79,078

生野区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙臨時電話開設にかかる通信料金の支出について（平成26年12月分）
49,301

生野区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生野区役所保健福祉課用シュレッダーの購入経費の支出について
149,580

生野区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙における公営施設を利用した個人演説会にかかる会場使用料の支出について
21,000

生野区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙開票事務における時間外会場利用料の支出について
49,800

生野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（1月分）
2,766

生野区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
2,392

生野区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　印刷製本費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
810

生野区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
20

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用スキャナーの購入にかかる費用の支出について
9,709

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（１月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（１月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（１月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（１月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１２月分）
17,410

生野区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１２月分）
1,880

生野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所内緊急ガス遮断弁等修繕業務の経費の支出について
303,426

生野区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成27年２月号分）
29,970

生野区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年度衆議院議員選挙にかかる選挙従事者報酬の支出について（口座不能分）
91,625

生野区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年度衆議院議員選挙にかかる投票所民間事務従事者及び手話通訳者謝礼の支出について（口座不能分）
23,798

生野区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成27年２月号分）
303,116

生野区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成27年２月号分）
48,600

生野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 クレーム対応研修に係る講師料の支出について
52,195

生野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
15,919

生野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外１点の購入経費の支出について
39,431

生野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（１月分）
38,350

生野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成27年２月号分）
247,757

生野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度生野区役所受水槽清掃及び水質検査業務委託経費の支出について
84,240

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
5,166

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納受取人払の支出について（１月分）
30,662

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
2,873

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
2,141

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（１月分）
6,134

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１２月分）
3,610

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務契約にかかる委託料の支出について（平成27年１月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 ２０１５年農林業センサスにかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
300

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（工業統計調査）事務用コピー料金の支出について（１月分）
110

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計）事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
1,080

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
82
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生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
574

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計）事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
164

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（１月分）
2,278

生野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（１月分）
16,415

生野区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（生野小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１２月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１２月分）
3,506

生野区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１２月分）
15,770

生野区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域自主防災活動支援事業田島まちづくり協議会防災マップの作成経費の支出について
162,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（田島小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（林寺小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業の実施について（鶴橋幼稚園）
13,760

生野区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発講演会にかかる広報物印刷の実施経費の支出について
84,240

生野区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（生野南小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全コミュニティづくり事業第３回生野区長杯防犯標語「おこのみやき」ガチ☆メン大会用カラーコーン外２点の購入経費の支出について
30,618

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにおける手話謝礼金の支出について
4,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくりパートナー活動力アップ事業用のぼり一式の購入経費の支出について
45,144

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
2,070

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
2,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
3,692

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
676

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（１２月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
9,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課１月分）
2,400

生野区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事務事業用防災訓練用差込式メッシュゼッケンベストの購入経費の支出について
113,400

生野区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 成人の日記念のつどいにかかるスクリーンのレンタル経費の支出について
10,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの安全確保事業防犯カメラ用電気料金の支出について（北鶴橋小学校 1月請求分）
305

生野区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「生野区持続可能なまちづくり活動支援事業」選定会議（第1回）の実施にかかる選定委員報償金の支出について
50,195

生野区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 成人の日記念のつどいにおける司会謝礼金の支出について
20,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１月分）
7,170

生野区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（１月分）
30,029

生野区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「生野区福祉有償運送事業者連絡会」にかかる講師謝礼の支出について
12,400

生野区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「生野区における福祉有償運送セミナー（平成27年1月開催）」にかかる講師謝礼の支出について
11,160

生野区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業の実施経費の支出について（東小路小学校）
15,050

生野区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどい会場舞台設営・撤去業務委託経費の支出について
200,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成26年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
99,900

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（１月分）
8,099

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
3,690

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
4,264

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
4,638

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
7,954

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
5,330

生野区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（１月分）
202

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにおける講師謝礼の支出について（１１月分）
137,500

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（１２月分）
18,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにおける講師謝礼の支出について（１月分）
45,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業　「人権啓発講演会（虐待する大人を助けたい）」にかかる講師謝礼金および手話通訳謝礼金の支出について
31,800

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業「生野区緑化ボランティア」育成講習会用バラ苗の購入経費の支出について
20,304
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生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト．ＣＯＭ）にかかるレンタルサーバー使用料及び手数料の支出について
324

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（1月分）
39,960

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について（1月分）
63,000

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト．ＣＯＭ）にかかるレンタルサーバー使用料及び手数料の支出について
5,272

生野区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 成人の日記念のつどいにおける会場使用料の支出について
36,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（2月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（2月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２７年２月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２７年２月２日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２７年２月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成２７年２月２日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（１２月分）
22,999

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（１月分住民情報担当分）
18,920

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業にかかる高額療養費（２３年４月分～１２月分）の支出について
1,125,537

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年２月２０日支払分
173,568

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（１月分）
33,566

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・２月分）
666,724

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 172～202 31件）
1,550,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　69～75 7件）
1,195,187

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・２月分）
37,633

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
4,331,464

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
136,919

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１月分）
24,234

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
9,557

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,936

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
130,740

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
911,215

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
124,424

生野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
83,379

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
720

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
1,860

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区地域福祉アクションプラン推進支援事業にかかる特殊更紙外7点購入経費の支出について
330,588

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
2,140

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）平成26年度保健福祉センター新任職員研修出張交通費の支出について（平成26年5月分2回目）
1,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
2,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
4,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
3,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
420

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
1,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
3,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
3,270

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
4,150
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
2,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
4,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
2,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年８月分）
2,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
12,494

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成27年2月分特別保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分通常保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
1,921,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
91,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,870

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
63,130

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
28,157

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,854

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
95,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,683

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
55,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
31,650

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,256

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
26,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
67,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
27,549

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,015

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,419

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
50,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,832

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
31,076

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
358,653

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
36,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
228,072

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
229,030

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
229,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
229,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
215,604

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
236,816

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
274,780

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
244,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
2,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分）
65,905

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
12,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費10月から12月分(3ヶ月分）の支出について（2月5日振込分）
105,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
397,246

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
359,724

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
337,878

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
118,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
129,849

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
21,415

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
8,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,151,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２６年度　健康づくりひろげる講座にかかる講師料の支出について
8,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
254,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「いくのっ子」応援事業にかかる扉付きオリタタミコンテナ外22点の購入経費の支出について
177,853

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
36,828

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,930

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,792

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
42,044

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
26,784

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,126

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,930

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
65,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,150

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,486

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
56,700
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
34,970

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
11,830

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
10,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
62,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
223,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
212,716

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,424

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,950

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
30,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
3,660

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
382,218

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
1,831,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
259,757

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
74,568

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
372,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
333,321

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,677

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
218,314

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,325

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,404

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
174,660

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,607

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,550

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,952

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
396,438

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
253,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,762
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,368

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,196

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,285

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
45,020

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
95,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
63,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業の実施経費の支出について（第3期分）
3,483,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
2,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１１～１月分の支出について
12,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
9,886

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
2,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
5,554

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
9,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
2,130

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
4,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
4,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
240

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
780

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
460

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
2,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
5,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
2,760

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費１１～１月分の支出について
4,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年1月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
1,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度1月分・乳幼児健診等報償金の支出について
349,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
9,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用　市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）①
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
45,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,510

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
45,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（12月分、１月分）
331,418

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
237,910
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
228,528

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
984

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障がい者自立支援協議会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について（第４回）
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修給付費の支出について
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
56,268

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
38,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
387,879

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
13,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
249,790

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
1,022

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
866

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
256

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
22,492

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
4,836

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
21,084

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成26年度母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金）
300,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（１月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,881

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
185,286

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
279,187

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,093

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,241

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,951

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,157

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,504

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,790

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,853

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,115

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,132

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,243

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
153,419

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
196,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,630



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
299,991

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる３月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
47,880,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
21,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
34,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
81,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる３月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
26,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる３月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
600,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
30,122

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
1,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる３月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
25,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる３月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
63,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
57,024

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
5,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
199,296

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
167,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,460

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
209,952

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
237,096

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
10,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
233,104

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート　ミニ子育てマップ「にこにこいくの」作成経費の支出について
235,980

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
9,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
38,340

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
210,952

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
47,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
8,813

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
214,596

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
233,808

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
327,638

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,984

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
155,942

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
299,245

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,812
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
299,884

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,846

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
220,803

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,587

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
105,251

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
225,084

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
206,833

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,988

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
94,648

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
233,808

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,530

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,004

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,436

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,650

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,114

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,512

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,919

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,672

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
76,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
33,482

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（2月分）
1,494,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（２月分）
1,725,334

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（２月分）
4,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,569

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,710

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
389,055

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
59,530

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（２月分）
206,082

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
98,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
159,840
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生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（２月分）
190,384

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（２月分）
101,574

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（１月分）
18,257

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
13,631

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金【受取人払分】の支出について（1月分）
52,186

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
8,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
1,743,771

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
341,344

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
285,087

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
231,325

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,015

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,533

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,356

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,988

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,379

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,027

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
204,589

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
209,076

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,710

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
534,941

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,753

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
988,735

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
241,899

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,228

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,803

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
178,841

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
110,878

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
459,163

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,780

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,554

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
122,135

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,210

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
319,006

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
396,513

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
299,542

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
190,891

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,710

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
301,654

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
346,977

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,090



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
4,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
2,150

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
2,710

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,740

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（１月分）
45,997

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
107,627

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
639,154

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
33,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（1月分）
332,932

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１月分）
386,016

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
13,830

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
41,752

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
8,853

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
38,339

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
98

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（1月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,534

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
49,844

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口3月分）の支出について
805,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
11,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
129,199

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会報酬の支出について
208,065

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会報酬の支出について
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（１月分）
2,938

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
19,410

生野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
576

旭区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかる開票所臨時電話代の支出について
42,247

旭区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所事務用紙折機の購入にかかる経費の支出について
257,040

旭区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用　アルファー化米外５点の購入にかかる経費の支出について
291,178

旭区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎管理用ロッカー鍵ほか２点にかかる購入経費の支出について
54,388

旭区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（にぎわい創出　平成２６年９～１２月分）の支出について
6,620

旭区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年１２月分）にかかる支出について
18,980

旭区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成２６年１０月～平成２６年１１月分）
9,776

旭区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２６年１２月分）にかかる支出について
210

旭区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年２月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（ＫＤＤＩ・平成26年12月分）
40,000

旭区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる会議机借入等にかかる支出について
350,001

旭区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務について（第２回３部会分）
47,520

旭区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（平成２７年１月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 【庁舎管理用】タイルカーペットの購入にかかる支出について
326,592

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用緊急呼子笛購入経費の支出について
43,200

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２６年１２月分）
1,999

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２７年１月分）
22,997
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旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（２７年１月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年２月号）
235,965

旭区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査にかかる指導員及び調査員報酬の支出について
461,370

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年２月号）
218,743

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
140

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
2,214

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
1,090

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
14,494

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
922

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
1,112

旭区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年１月分）
82

旭区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２７年１月分）
416,880

旭区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分事務費）
2,136

旭区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分常時啓発費）
8,911

旭区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分 2回目）
7,236

旭区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用消火器ほか１点購入経費の支出について
73,500

旭区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用消火器ほか１点購入経費の支出について
1,344,000

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２７年３月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年1月分）
12,328

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用防災リーダー装備品購入経費の支出について
120,862

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年1月分）
26,263

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分（1月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成26年12月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（１月使用分）専用回線電話代の支出について
37,495

旭区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年２月号）
45,068

旭区役所 市民協働課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第４回あさひ、だいすき♪『旭区検定』にかかる問題・解答用紙の作成費の支出について
114,480

旭区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（１２月分）
10,044

旭区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区における人権啓発・相談事業用消耗品の購入経費の支出について
76,464

旭区役所 市民協働課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
77,965

旭区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区民センターシャッター修理代の支出について
399,600

旭区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立旭区民センター施設管理運営業務代行料第3四半期（平成26年10月～12月分）の支出について
13,337,286

旭区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかる花の種の購入経費の支出について
6,058

旭区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区成人の日記念のつどい記念冊子増ページ分印刷製本費の支出について
21,000

旭区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森６丁目）1月分
305

旭区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 成人の日記念のつどい実施にかかる舞台管理業務委託費の支出について
103,680

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 家庭教育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について（大宮中学校区教育相談室）
5,200

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,020

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,414

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第１７回　旭区生涯学習ルームフェスティバルにかかるチラシ・ポスター印刷経費の支出について
57,240

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森２丁目）1月分
305

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森４丁目）1月分
305

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
700

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
164

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
160

旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,400
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旭区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,540

旭区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１２月分）
2,867

旭区役所 市民協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 家庭教育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について（旭東幼稚園）
14,600

旭区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
99,792

旭区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（大宮３丁目）1月分
305

旭区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム用封筒代の支出について
22,680

旭区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（１月分）
15,924

旭区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　後納郵便料金の支出について
22,808

旭区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１月分）
2,446

旭区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　後納郵便料金の支出について
509

旭区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（１月分）
3,526

旭区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（1月分）
45,864

旭区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（１月分）
7,569

旭区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（1月分）
326,880

旭区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成27年1月分）
50,000

旭区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区民センター案内表示作成代の支出について
170,640

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年2月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 保健事業用ポケットティッシュ・ボールペン購入にかかる支出について
39,960

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
93,167

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
3,626

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
1,391

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（１月分）の支出について
900

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（１月分）の支出について
600

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２６年１２月分）
15,275

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
7,053

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
63,896

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
384,112

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年2月分　国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
275,724

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
89,311

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
130,688

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（２月執行分）手処理追加分
783,025

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業用　高額療養費の支出について（２月執行分）
228,755

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
53,060

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
11

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１月分）の支出について
1,756

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１月分）の支出について
7,024

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（１月分）の支出について
3,434

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（２月執行分）
591,184

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
750,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（２月執行分）
34,657

旭区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分　住民情報業務後納郵送料の支払いについて
103,064

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）２月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）２月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 Ａｓａｈｉ　ｋｉｄｓｃａｒｄおよび区内包括支援センター周知用マップにかかる印刷製本費の支出について
105,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度１２月～１月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
99,560
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旭区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)の支出について（１月分）
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
134,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
97,620

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（１２月分）
35,137

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１２月分）
25,563

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年12月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
329,550

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１２月分）
8,796

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
484

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成27年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
6,352

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
376,589

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
143,292

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,028

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について
3,410

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 いきいき百歳体操交流会における講師謝礼の支出について
13,820

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（１０月・分館１０月分）
30,763

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（１２月・分館１２月分）
13,202

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（１１月・分館１１月分）
21,966

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区子育て支援情報紙にかかる印刷経費の支出について
118,476

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 ノーバディーズ・パーフェクト事業ファシリテーター資格の認定料の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児童）住宅改修等給付金の支出について
500,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,550

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
325,418

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
149,796

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第23回　和んで座談会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・参加者の市民活動行事保険の保険料の支出について
2,100

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（３月分）
17,700,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（３月分）
9,200,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（３月分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
7,340

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
2,880

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（３月分）
80,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　非指定医療機関診療報酬の支出について
83,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（３月分）
1,220,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
856,148

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（２月分）の支出について
1,997,450

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
31,049

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２７年１月分後納郵便料金の支出について
58,861

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,978

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
19,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,175

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
345,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
77,260

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
194,767

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
38,850

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
254,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
67,518

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
89,280

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（１月分）
10,902

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
41,907
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旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児施設給付費の支払いについて
45,493

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
210,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
160,680

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅維持費の支出について
215,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
18,070

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
80,093

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区高齢者いきいき生活推進プロジェクトの物品購入にかかる支出について
7,810

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
749

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,841

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,595

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
256

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年１月分の支払いについて
280

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年５月分（新任職員研修）の支払いについて
1,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年１月分の支払いについて
574

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
140

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
410

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
331,384

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
846,809

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
20,760

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
402

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,346

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,012

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
536,170

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児童）住宅改修等給付金の支出について
105,079

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
86,660

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,802

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,196

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,776

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
279,451

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年１２月分の支払いについて
360

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２６年１２月分の支払いについて
1,530

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年１月分の支払いについて
52,341

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年１月分の支払いについて
298,103

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
911,866

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助費の支出について
148,549

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
30,242

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
5,632

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
106,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
123,923

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,524,298

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
21,225

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
345

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
328

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
20,458

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
2,958
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旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
256

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
100,495

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
4,974

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ＤＶ被害者施設ケース会議にかかる管外出張旅費の支出について
22,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
20,476

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,882

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,337

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１月分）
1,143,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託経費の支出について（１月分）
2,456,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１月分）
598,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（１月分）
564,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
199,423

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,066

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,526

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
103,582

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
12,734

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月　後納郵便料金の支出について
2,542

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
820

旭区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年１月分の支払いについて
642

城東区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴコミュニケーションズ　回線使用料（１月請求分）の支出について
2,276

城東区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料などの支出について（１月請求分）
21,084

城東区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（１月請求分）
3,815

城東区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」1月号新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
413,645

城東区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成26年12月分）
2,250

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２６年１１・１２月分）の支出について
16,290

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報関係事務用　区マスコットキャラクターデザイン入りのぼり一式の購入にかかる消耗品費の支出について
30,186

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料の支出について（１月請求分）
174,253

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 全国消費実態調査調査員の報償金の支払について
513,480

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　投票管理者職務代理者の報酬の支払いについて（口座不能分）
30,013

城東区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務従事にかかる普通旅費の支出について
8,910

城東区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２７年１月請求分）
710

城東区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東区民ホール身障者用トイレ排水不良修繕工事にかかる経費支出について
73,980

城東区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 合鍵代の立替払いにかかる経費の支出について
900

城東区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住民情報担当書庫のシャッター修繕にかかる経費の支出について
71,928

城東区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分にかかる経費の支出について（１２月分）
5,184

城東区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費支出について（平成２７年１月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 衆議院議員総選挙　投票立会人報酬の現金払いにかかる資金前途口座への支出について
10,647

城東区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用窓口サービス課（保険年金）市内出張旅費の支出について（平成２７年１月分）
3,104

城東区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(１２月分)
3,630

城東区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる通信運搬費の支出について（１２月分）
3,693

城東区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(１２月分)
1,539

城東区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙用　遠方通勤者宿泊用聖賢会館の使用料の支出について（口座不能再支出分）
2,000

城東区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows 6（城東区役所）一式長期借入にかかる経費支出について(平成２７年１月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（１月分）
84,537

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ストッカーボックス外１０点の買入にかかる経費支出について
291,985

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる通信運搬費の支出について（１１月分）
3,179

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（１月分）
56
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城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙　点字解読者への報償金の支払いについて（口座不能分）
4,400

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員総選挙　投票所民間従事者への報償金の支払いについて（口座不能分）
23,798

城東区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務従事にかかる普通旅費の支出について（口座不能分）
120

城東区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分にかかる経費の支出について
4,860

城東区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務にかかる経費の支出について
21,168

城東区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２７年１月分)の支出について
4,200

城東区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成27年1月分）
18,318

城東区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」（平成27年2月号）概算印刷にかかる経費支出について
313,740

城東区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２７年１月分）の支出について
7,584

城東区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１月分）の支出について
1,230

城東区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（１月分）の支出について
10,626

城東区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成27年2月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約にかかる経費の支出について（平成２７年３月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
6,510

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 第４回城東区区政会議（本会）用　飲料代の経費支出について
2,052

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所庁舎男子トイレ(３Ｆ)洗面台の修繕にかかる経費の支出について
7,776

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費支出について（平成27年1月分）
3,070

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
21,356

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,143

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
5,000

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務料の支払について（１月分）
14,580

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ファンコイルユニット簡易リモコン取付業務にかかる経費の支出について
49,680

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託に伴う同経費支払いについて（平成26年1月分）
285,882

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（１月分）
9,504

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
14,040

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙にかかる廃棄物の回収・処理業務にかかる経費の支出について
2,000

城東区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　手数料 衆議院議員総選挙にかかる廃棄物の回収・処理業務にかかる経費の支出について
1,800

城東区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立城東区民ホール施設管理業務代行料の支出について（第３四半期１０月～１２月）
6,457,884

城東区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度成人の日記念のつどい開催における贈呈用花束・舞台用盛り花の購入にかかる経費の支出について
43,000

城東区役所 市民協働課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険加入に伴う保険料の支出について
36,000

城東区役所 市民協働課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（防災用救命胴衣）
628,992

城東区役所 市民協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場　電気使用料の支出について（平成27年1月分）
747

城東区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業の物品購入にかかる経費の支出について（業務用自転車）
105,840

城東区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（子ども見守りプリント入り帽子・腕章）
221,616

城東区役所 市民協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全対策プロジェクト事業の物品購入にかかる経費の支出について（業務用自転車）
2,000

城東区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当　一般事務用　後納郵便利用料（平成２７年１月分）の支出について
10,760

城東区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２６年度城東区成人の日記念のつどい」手話通訳業務契約にかかる経費の支出について
7,000

城東区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用幟（のぼり）の購入にかかる経費の支出について
42,076

城東区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（インクカートリッジ、外５種）の購入にかかる経費の支出について
102,427

城東区役所 市民協働課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（２月請求分）
8,134

城東区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵送料の支出について
2,316

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成27年2月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成27年2月分)
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（２月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（２月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
305,419

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
291,974

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成26年12月分及び第3四半期補正額）の支出について
2,846,243
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城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年1月分)
2,453

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
420

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年1月分)
17,168

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,020

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年1月分)
4,905

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成27年1月分）
17,743

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（27.1月分）の支出について
34,942

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（27.1月分）の支出について
36,388

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（27.1月分）の支出について
3,109

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（27.1月分）の支出について
62,764

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（27.1月分）の支出について
3,420

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
574

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
92,950

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
20,604

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
4,236

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
153,331

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
723,575

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(2月27日支払い分)
1,392,868

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(2月27日支払い分)(追加)
720,160

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(2月27日支払予定)
1,200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(2月27日支払予定)
70,669

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(退職)(2月27日支払い分)
1,400

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(退職)(2月27日支払い分)(追加)
73,360

城東区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
268,582

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
259,969

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
163,652

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
44,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２７年２月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年２月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具費）の支出について
3,564

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
89,092

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成26年12月分）
33,690

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
246,875

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（生活移送費等）の支出について
1,680

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
99,465

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事務用　修正テープ　外５点の購入経費の支出について
18,900

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　セロハンテープ外23点の購入経費の支出について
58,622

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
229,641

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
232,585

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代・リバースモゲージに係る諸費用）の支出について
146,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具費・福祉住宅改修費）の支出について
7,656

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
49,520

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
110,468

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
480,068

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
111,587

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,527,956
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城東区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度子ども家庭支援員活動費（12月・1月分）の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
447,150

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
789,197

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者住宅改修費給付事業用　扶助費の支出について
433,832

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
326,398

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
233,044

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
244,007

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
26,829

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
22,010

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
4,744

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年１２月分　乳幼児健康診査等事業報償金の口座不能分再支出について
24,128

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
291,850

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉住宅改修費）の支出について
8,250

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
16,550

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
345,812

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生事業用　水のり　外８点の購入経費の支払いについて
30,244

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「ソーシャルインクルージョン推進事業～地域全体で考え支えあう地域福祉システムの構築～」業務委託契約にかかる事業委託料の支出について（2回目）
11,340,472

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
174,602

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
11,539

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
466,513

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,029,889

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
166,024

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用ゴム印外３点購入経費の支出について
756

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
102,860

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
215,592

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
691,948

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
25,859

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
15,907

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
10,900

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
6,960

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
3,564

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
43,216

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
161,171

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
113,556

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
31,240

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年１月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
4,083

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年１月分　妊婦教室事業の報償金の支出について
11,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年１月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
617,380

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
648

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
800

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
5,896

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年1月分）
10,889

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
15,567

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
400,297

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,627,217

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
15,900
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城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
220,202

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
680,012

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年11月分)
7,220

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
230,700

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
151,217

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年３月分）
38,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年３月分）
17,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年３月分）
400,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用教育扶助費の支出について（追加分　資金前渡：平成２７年２月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
38,060

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年３月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護用出産扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年２月分）
7,120

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年３月分）
1,200,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金（11、12月分）の支出について
21,040

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（1月分）
41,140

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
559,968

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
282,943

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費・福祉住宅改修費）の支出について
6,048

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
82,192

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成26年12月分)
3,260

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用ｶﾗｰﾏﾙﾁﾍﾟｰﾊﾟｰ外２点購入にかかる経費の支出について
7,668

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について(平成26年12月分)
331,020

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の経費支出について(平成27年1月分)
62,917

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代・家財処分費用）の支出について
189,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金（２７年１月分）の支出について
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成２７年２月分）
3,576,080

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
360

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
29,938

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
30,294

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
716,822

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成27年1月分）
32,050

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
280,976

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
5,698

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
186,502

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
233,590

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用　トナー購入経費の支出について
227,232

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（1月分）
9,231

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
57,550

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（１月分）の支出について
12,723

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
19,260

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年1月分）
1,988

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
10,634

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
1,584,068
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城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年1月分）
164,664

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
1,365

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
885,202

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
1,636

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
719

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
17,658

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
18,224

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年1月分）
1,250

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
1,486

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代・妊婦健診料）の支出について
120,879

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
5,280

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
61,540

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
211,676

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,148

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,066

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,148

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,276

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
24,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,164

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,640

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金（1月分）の支出について
8,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成26年12月分）
194

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
372,722

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
4,870

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年1月分）
38,745

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
14,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
7,250

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年1月分）
7,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年1月分）
25,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
11,406

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
42,794

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
12,035

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（エンジェルキッズ城東園　平成２７年１月分）
1,296,720

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（鴫野東みらい保育園　平成２７年１月分）
2,060,020

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる支出について（城東ちどり保育園ちどりキッズ　平成２７年１月分）
1,419,850

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
2,002

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１月支給決定分の支出について
21,543

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年1月分）
3,000
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城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年1月分）
28,962

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
1,500

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
7,719

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
25,513

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
515,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（生活資金：2～3月分）の支出について
80,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（26年12月分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（１月分）の支出について
7,939

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
764,000

鶴見区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（1月分）
21,020

鶴見区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成２６年度衆議院議員総選挙執行用市内出張交通費の支出について
560

鶴見区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（保健福祉課外１課　６月から１０月分）
3,220

鶴見区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　１１月分）
31,180

鶴見区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用消耗品（ラベルシール外１４点）購入経費の支出について
42,906

鶴見区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区制40周年記念音楽祭及び鶴見緑地をフィールドとした音楽系イベントの企画運営業務委託にかかる経費の支出について
3,015,360

鶴見区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙執行用附設会館時間外利用にかかる経費の支出について
60,530

鶴見区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員総選挙執行にかかる投票所の投票管理者等報酬の支出について
861,100

鶴見区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２６年衆議院議員総選挙執行にかかる投票所民間従事者等報償金の支出について
655,700

鶴見区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

鶴見区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（１月分）
9,504

鶴見区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外２課　１２月分）
12,720

鶴見区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,116

鶴見区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（２月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴事業区民アンケート事業用アンケート集計業務委託費の支出について（第3回目/全4回）
129,600

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（１月分）の支出について
6,046

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
7,290

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務の経費に係る支出について（１月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務委託にかかる経費の支出について（その２）（１月分）
133,920

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（１月分）
15,012

鶴見区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成27年国勢調査調査区設定業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
330

鶴見区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（１月分）
534

鶴見区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,284

鶴見区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（１月分）
7,954

鶴見区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,291

鶴見区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２７年国勢調査にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
860

鶴見区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年経済センサス‐基礎調査及び商業統計調査に係る料金受取人払郵便料金（１２月分）の支出について
97

鶴見区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（１月分）
63,891

鶴見区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業に伴う寄せ植え講習会用花苗等の購入経費の支出について
19,288

鶴見区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（１月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
237,574

鶴見区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（2月号分）
456,200

鶴見区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（１月分：１０回目／１２回）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２６年衆議院議員総選挙執行にかかる投票所の投票管理者報酬の支出について（口座不能分）
12,480

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる校外活動費（１１月分）の支出について
1,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度「第18回鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」周知用ポスター・ビラ印刷費の支出について
24,300
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（防犯啓発キャンペーン業務）にかかるひったくり防止カバー購入経費の支出について
178,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度「鶴見区成人の日記念のつどい」にかかるプログラム作成経費の支出について
72,360

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度「鶴見区成人の日記念のつどい」にかかる手話通訳料の支出について
10,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年「夢・未来」創造事業における「英語でクリスマス」の開催にかかる講師謝礼金の支出について
14,360

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成26年12月分）
13,148

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるサイクロン式掃除機外１点購入の支出について
49,248

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(茨田東小学校)にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 鶴見区人権啓発推進講座にかかる講師謝礼金の支出について
19,480

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度「鶴見区人権啓発推進講座」の手話通訳業務に係る筆耕翻訳料の支出について
13,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度「鶴見区成人の日記念のつどい」舞台・照明・音響管理業務にかかる経費支出について
97,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(鶴見南小学校)にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業にかかる啓発物品（車内づり）購入経費の支出について
291,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課人権啓発推進事業及び生涯学習事業用後納郵便料の支出について(1月分)
14,360

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見区生涯学習ルームフェスティバル参加者にかかるレクリエーション保険の支出について
1,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,602

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（区職員による安全対策業務）にかかる消耗品購入経費の支出について
3,240

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用後納郵便料の支出について（１月分）
574

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（１月分）にかかる報償金の支出について
10,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成27年１月分）
5,640

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
410

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　焼野小学校区教育協議会ーはぐくみネットー事業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年1月分）
19,093

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」におけるポスター作成にかかる経費の支出について
36,990

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（１月分）
3,815

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（１月分）
1,083

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年2月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年2月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の２月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の２月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
584,142

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成27年2月3日支払）
311,321

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（12月分）の支出について
11,701

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
1,200,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（１２月分）
3,189,042

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
677,429

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用住民情報用トナーカートリッジ購入経費の支出について
195,961

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（１月分）
107,890

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（１月分）
2,624

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（１月分）の支出について
16,373

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　保険）
4,014

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　保険）
94,033

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　保険）
23,520

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　管理）
380,671

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　保険）
63,282

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（１月分　保険）
112,127

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
10,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年１２月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２６年１１月分）
6,400
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　２月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　２月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（12月分）
1,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
30,853

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
550,011

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
242,811

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
16,652

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
153,929

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（2月3日支払）
119,684

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（12月分）の支出について
280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（12月分）の支出について
882

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（12月分）の支出について
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（12月分）の支出について
299

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（12月分）の支出について
3,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
124,506

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
274,844

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
450,099

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１１月分）
8,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
25,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
21,853

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
119,656

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
100,227

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
574,722

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
62,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
379,323

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
356,290

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
77,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
63,936

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
16,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１０月～１１月分）
125,404

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（2月10日支払）
71,245

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度に係る後見人等報酬助成金の支払いについて
87,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
58,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
78,945

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
202,491

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 第50回ねずみ衛生害虫駆除技術研修会にかかる受講料の支出について
46,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年10月、12月分、平成27年1月分）
180,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
28,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
265,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（1月分）の支出について
17,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（2月17日支払）
224,246

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１月分)
273,790

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
570,114

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
8,640
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
110,878

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
79,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成26年12月～1月分）（3学期分）
236,879

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
5,562

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,245

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（2月19日支払）
172,798

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発活動実施にかかるＡ４クリアファイル作成経費の支出について（安心して子どもを育てる地域づくり事業）
248,292

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１月分）
860

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
302

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
3,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
3,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
738,578

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい児通所給付費の支出について
17,904

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について
17,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
135,090

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
120,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
308,576

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
271,996

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
61,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
13,028

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ３月分生活保護費の支出について
10,654,995

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
123,768

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年11～12月分、平成27年1月分）
38,444

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ３月分生活保護費の支出について
4,718,833

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成27年1月分）
296,714

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ３月分生活保護費の支出について
242,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
972

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
6,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
85,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 ３月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
68,522

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ３月分生活保護費の支出について
120,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
210,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
233,410

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年11月分）の支出について
404

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
213

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,357

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,949

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年11月分）の支出について
9,347

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１月分）
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
12,012

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
4,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年11月分）の支出について
908

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約の支出について（１月分）
2,213,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
2,106
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年11月分）の支出について
29,333

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　２月分の支出について
1,998,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
8,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１１月分）
408

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１月分）の支出について
9,324

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１月分）の支出について
738

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
1,224

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度１月分）の支出について
36,813

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用1月分コピー料金の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用　アルボナース他２８点の購入経費の支出について
234,468

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
423,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
39,872

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置業務に係る葬祭費の支出について
216,133

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
209,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（1月分）の支出について
435

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（1月分）の支出について
583

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（1月分）の支出について
1,466

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（1月分）の支出について
556

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（1月分）の支出について
3,394

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
41,406

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
58,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
148,025

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
45,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
47,170

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１１月申請分）
45,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１２月申請分）
269,244

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１２月申請分）
269,244

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（2月26日支払）
142,334

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
676

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
814

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（１月分）
45,894

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
22,106

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
9,764

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
5,726

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,107

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（１月分）
91,788

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,312

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
249,677

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
795,359

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
51,080
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
233,227

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
19,814

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
28,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,664

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
3,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるトナーカートリッジの購入経費の支出について
289,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 1月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
31,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 1月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
233,867

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年1月分）
68,404

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる引越料の支出について
192,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年1月分）
144,314

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平27年1月分）
287,293

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる介護報酬の支出について
11,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
3,547

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
1,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
22,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
8,739

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
12,710

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
33,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
10,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
87,926

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
43,379

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
136,638

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
5,940

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年度１月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科衛生士報償金の支出について（平成２６年度１月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
212,601

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（１月分）
15,297

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
5,258

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,026

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
19,342

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
7,704

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度１月分)
343,590

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について(平成２６年度１月分)
11,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
235,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
3,995

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
523

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（1月分）
1,046

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（1月分）
2,088



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（1月分）
3,328

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,256

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,310

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
13,117

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
8,309

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（1月分）
1,927

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
16,381

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（1月分）
3,824

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
11,324

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（ひまわり会）にかかる講師謝礼の支払いについて（2月分）
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（1月分）
496

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
2,176

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（１月分）の支出について
1,394

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,815

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,429

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,110

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙事務用市内出張交通費の支出について
300

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙における開票所用臨時電話料金の支出について
3,278

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（１月分）
928,603

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課区政改革担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
18,102

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１２月追加分）
984

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１２月追加分）
504

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（１月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１月分）
33,112

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（１月分）
8,640

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
25,509

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（１月分）
67,410

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（１月）
380,160

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１月分）
32,332

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（１月分）
65,030

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（１月分）
338,347

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（１月分）
94,916

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年１月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　統計調査事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
984

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
2,118

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務用）
15,018

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（１月分）
4,353

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２７年３月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用後納郵便料の支出について（１月分）
3,374

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（１２月分）
2,851

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年1月分1回目)
4,989

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年1月分1回目)
2,380

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年1月分1回目)
1,092

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 若者が担うまちづくり推進事業用　イベントスタッフ育成研修、イベント企画・運営にかかる経費の支出について（１～３月分）
686,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年1月分2回目)
4,600

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２６年１２月分）
83,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１月分）電気料金の支出について
11,928
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阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　PTA・社会教育関係団体対象学習会　講師謝礼金の支出について（長池小学校）
14,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（教育資源ネットワーク事業）「英語でプレゼン」講師謝礼金の支出について
46,800

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１月分）水道料金の支出について
1,026

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１月分）水道料金の支出について
594

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（1月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（１月分）
4,341

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（２月号）
266,574

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（１月分）
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　PTA・社会教育関係団体対象学習会　講師謝礼金の支出について（丸山小学校）
14,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成27年1月分）
11,965

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
1,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年１月）
830

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
1,876

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
360

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年１月）
97

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
82

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業にかかる後納郵便（１月分）の支出について
1,968

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２７年２月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２７年２月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる２月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる２月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住民情報業務レジスターの設定変更にかかる経費の支出について
24,840

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年１月分）②
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年１月分）
448,436

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入にかかる経費の支出について
10,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年１月分）④
237,161

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年１月分）④
59,605

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
111,949

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年２月分）
250,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録業務住民基本台帳カードプリンター用カラーリボンの購入に係る経費の支出について
27,280

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民情報業務収納事務委託によるレジスターのロゴスタンプの購入経費の支出について
7,560

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金）事務用文房具の購入代金の支出について
46,602

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金）事務用文房具の購入代金の支出について
32,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年２月分）②
252,485

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年２月分）②
19,586

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
149,479

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
416,583

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年２月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年２月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（１月分）
142,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
64,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
151,092

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１月）
367,682

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
68,308

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
48,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
241,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１月）
88,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
273,292
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成26年10月から11月分）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（１月分）
13,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度阿倍野区子育て支援者講座（第４回）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て講演会のポスター印刷にかかる経費の支出について
19,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年２月支払分）
23,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（１月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護受給者の救護施設見学への帯同にかかる出張旅費の支出について
1,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１月）
214,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（１月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（１２月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２６年１１月分及び１２月分）の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
2,138

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
4,557

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
44,016

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
80,265

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
26,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,667

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
23,108

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
15,552

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,244

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
779

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）
100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
15,667

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
23,054

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
25,314

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
12,949

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべのウォークPart17ポスターの印刷経費の支出について
6,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分）の支出について
1,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１０月分）の支出について
1,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
187,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
61,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
88,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
344,958

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
7,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２６年１２月分）
67,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２７年１月分）
5,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代等にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２７年２月分）
67,066

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
146,248

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
237,096
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
3,821

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
10,039

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
7,236

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
13,441

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
11,013

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健子育て事業用物品の購入にかかる経費の支出ついて
36,273

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（１月分）
87,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業における高齢者虐待防止啓発物品の購入にかかる経費の支出について
137,376

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（１月分）
178,940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（１１月分）
1,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（１２月分）
430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,482

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,104

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
7,444

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費の支出について（平成２７年２月）
83,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の出産にかかる出産扶助費の支出について（平成２７年２月分）
29,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
242,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
371,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
18,410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
58,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
89,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
229,825

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（１月分）
199,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業における児童虐待防止啓発物品の購入にかかる経費の支出について
96,444

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法システム・医療助成システムプリンタトナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
86,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法システム・医療助成システムプリンタトナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
10,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
60,325

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,208

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
45,217

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
132,729

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
71,965

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
73,317

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
127,646

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
163,016

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
23,852

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
36,554

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,241

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
94,866

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
222,792

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,937

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
17,180



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
12,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年３月定例・随時払分）
29,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
17,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
11,940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年３月定例・随時払分）
15,300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年３月定例・随時払分）
350,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年２月）
3,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年２月）
2,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
2,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年３月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の日帰り断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年３月定例・随時払分）
1,400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（壮年期）における印刷経費の支出について
48,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法システム・医療助成システムプリンタトナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
21,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法システム・医療助成システムプリンタトナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
10,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１月分）
417,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
7,828

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
917,681

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について
8,593

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
63,865

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
88,834

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
148,670

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
45,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,134

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
178,746

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２７年２月分）
1,674,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年２月支払分）
1,186,183

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,938

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,216

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
267,813

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,004

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２７年２月支払分）
157,111

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
46,125

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２７年１月分）
24,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２７年１月分）
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２７年１月分）
30,642

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２７年１月分）
7,576

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２７年１月分）
27,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２７年１月分）
33,872

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２７年１月分）
25,584

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２７年１月分）
34,016
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２７年１月分）
82,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２７年１月分）
93,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２６年１０月～平成２７年２月分）
24,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（小松小・平成２６年６月分）
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２７年１月分）
9,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２７年１月分）
82,592

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
4,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２７年２月支払分）
723,030

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２７年２月支払分）
58,601

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 家児相業務及び子育てカウンセリング事業における書籍購入費の支出について
39,949

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉事務用福祉システム研修における出張旅費（平成２６年１０月分、１１月分）の支出について
1,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年12月12日受付　平成26年９月利用分）
225

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年12月12日受付　平成26年９月利用分）
909

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年１月29日受付　平成26年11月利用分）
1,806

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成26年12月18日受付　平成26年11月利用分）
2,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成26年12月18日受付　平成26年11月利用分）
2,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年１月29日受付　平成26年11月利用分）
1,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年２月）
18,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２７年２月）
103,213

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉ボランティア養成講座にかかる講師報償金の支出について
21,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（1月分）の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 家児相業務及び子育てカウンセリング事業における書籍購入費の支出について
11,998

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　Four Leaf　平成27年１月分）
1,116,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年1月分）
1,891,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成27年１月分）
1,080,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム阿倍野　平成27年１月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年５月分⑤）の支出について
1,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,977

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
40,745

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,778

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品購入経費の支出について
142,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２７年１月分）
18,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品購入経費の支出について
14,623

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品購入経費の支出について
8,877

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
25,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
87,726

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
240,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（２月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,322

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
1,336

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
5,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのウォークPart17市民活動行事保険料（3月1日実施分）の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２７年３月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
11,005

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
4,290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分②）
36,141
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分②）
65,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
42,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
32,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
280,776

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
25,838

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
309,078

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
51,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２７年２月）
121,753

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会（２月４日実施分）の参画医師の報償金の支出について
11,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
2,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分②）
6,406

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
3,066

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
7,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
16,994

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
668

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
1,968

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
20,206

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口3月分）の支出について
385,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
15,006

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品（プリンタートナー）の購入費用の支出について
150,228

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（１月分）
4,479

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
19,266

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度２月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度２月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２７年２月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２７年２月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録グループ用事務消耗品購入費の支出について
24,494

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所ライフイベント記念事業用フォトフレーム購入費の支出について
270,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（12月分）
10,774

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課用電子レジスター（住之江区役所）一式購入費の支出について
1,684,800

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成２６年９月１０月１１月１２月分研修等市内出張交通費の支出について
560

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年９月１０月１１月１２月分研修等市内出張交通費の支出について
3,440

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,360

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　２月分）
91,810

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年９月１０月１１月１２月分研修等市内出張交通費の支出について
560

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 窓口サービス課用パーテーションほか３点（住之江区役所）購入経費の支出について
489,294

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課用パーテーションほか３点（住之江区役所）購入経費の支出について
858,546

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度1月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
450,550
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住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度１月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
900,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度１月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,528,220

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度1月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
23,070

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等にかかる消耗品（トナーカートリッジ外８点）の購入にかかる経費の支出について
34,311

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等にかかる消耗品（トナーカートリッジ外８点）の購入にかかる経費の支出について
22,032

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍・住民登録）用事務消耗品購入費の支出について
21,330

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
6,676

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍・住民登録）窓口カウンター用パネル購入費の支出について
42,508

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民登録）設置ボイスコール（発券機）の設定変更費用の支出について
43,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
141,645

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（1月分）
525,720

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
96,979

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　２月分）
61,319

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
164,764

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
91,582

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる国保システムプリンター用トナーカートリッジ外２点の購入にかかる支出について
38,880

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる国保システムプリンター用トナーカートリッジ外２点の購入にかかる支出について
77,868

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる国保システムプリンター用トナーカートリッジ外２点の購入にかかる支出について
56,808

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる国保システムプリンター用トナーカートリッジ外２点の購入にかかる支出について
38,880

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　２月分）
200,585

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（1月分）
10,730

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第３四半期請求分のレインボーカード購入経費の支出について
102,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,084,372

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（２月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（２月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
2,760

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
900

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
1,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
3,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
5,980

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
620,390

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
1,720

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
2,040

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
1,340

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年５月～１２月分）
500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成26年10月～12月期）の支出について
5,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
18,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
18,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
4,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区「虐待防止あったかネット」プロジェクト運営業務委託事業者選定委員会（平成27年1月15日開催分）にかかる謝礼金の支出について
42,915

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１１・１２月分）
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１１・１２月分）
5,936

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
5,290

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品等（クロススクリーン等）の購入にかかる経費の支出について
70,423

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
18,500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
1,900
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品等（クロススクリーン等）の購入にかかる経費の支出について
19,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度　住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議の開催にかかる講師謝礼の支出について
7,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
1,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
8,430

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
14,350

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
590

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
1,387

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
3,570

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品等（クロススクリーン等）の購入にかかる経費の支出について
57,007

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用事務用品等（クロススクリーン等）の購入にかかる経費の支出について
26,370

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
18,260

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
2,010

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成26年度　住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議の開催にかかる講師謝礼の支出について
7,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）における事務用品購入経費の支出について
1,717

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
1,814

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
11,532

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
5,934

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
8,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
1,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
420

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
216,058

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
288,544

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
820

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
5,544

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
14,932

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
1,230

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
128,443

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
7,241

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
2,040

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（１月分）
410

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-No.103再)
3,240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区「虐待防止あったかネット」プロジェクト業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,596,193

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
1,091,807

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
65,390

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
418,960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
302,460

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
28,390

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
17,520

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
5,650

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
530

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
1,630

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-NO.101)
5,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１２号）にかかる経費の支出について
278,500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１７号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
4,991

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
15,218

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
328
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
7,072

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
164

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（１月分）
15,667

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
105,259

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年１月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（１月分）
5,101

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
2,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
2,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（１月分）
444,840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
4,190

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
4,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,978,510

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
1,290

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
620

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
1,021

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
1,330

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　１月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　１月分）
845,550

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務委託にかかる支出について（マミーズアイ保育園すみのえ園　１月分）
2,180,570

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
2,910

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（２月分）
1,722,320

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年１月分）
720

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
2,255,747

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
2,660

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
2,360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
4,230

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
7,901

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
1,580

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
936

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
881,946

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
359,170

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
283,365

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（１月分）
99,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度歯科健康相談事業報償金の支出について（１月分）
31,190

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
3,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
262,917

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
60,079

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（１月分）（分館）
330,680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金にかかる窓口払（現金給付）の支出について（平成27年3月支給分）
155,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
670

住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年９月～平成２７年１月分）
360



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H26-No.105）
3,240

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（１２月分）
18,627

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（１２月分）の支出について
7,630

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（１２月分）の支出について
53,979

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる期日前投票所（南港ＰＴＳＣ）投票管理者等用弁当の購入経費の支出について（のべ６６人分）
54,450

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる南港期日前投票所用臨時電話料金の支出について
16,219

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所用臨時電話料金の支出について
49,332

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１２月分）
2,322

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
451,440

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ）
5,160

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ）
5,160

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ）
5,160

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ）
5,160

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業１２月実施分講師謝礼金の支出について
35,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（12月分）
161,185

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年7～12月分連絡調整・研修等市内出張等交通費の支出について
160,660

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
530,083

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）業務委託料１２月分の支出について
618,485

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる市内出張交通費の支出について
65,416

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票管理者等用弁当（当日分・昼食・夕食用・住吉川投票所外２件）の購入経費の支出について（のべ１９名）
31,350

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（四校園ＰＴＡ連絡協議会）
33,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における当日投票所投票管理者報酬の支出について
12,480

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における投票所民間従事者謝礼の支出について
17,799

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所資材の搬入及び撤収業務にかかる経費の支出について
616,410

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
8,925

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
1,451

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
5,810

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
32,180

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
575

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
19,930

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２７年１月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（２７年１月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（１月分）の支出について
440

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所職員接遇研修にかかる経費の支出について
448,020

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成27年度豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業｣プロポーザル実施にかかる第2回委託事業者選定委員報酬の支出について
48,015

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１月分）
622

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（１月分）
57,690

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
728

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
2,788

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（１月分）の支出について
100,544

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
25,454

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
276

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年１月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年１月分）
2,858

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年１月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
2,585

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年１月分）
390
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住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（１月分）の支出について
164

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
3,884

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（１月分）の支出について
7,872

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年２月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
334,365

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年２月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
118,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス基礎調査及び商業統計調査にかかる後納郵便代金（１１月～１２月分）の支出について
194

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分）
17,992

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分　日常清掃費）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２７年１月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（２７年１月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出について（２７年１月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
451,440

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度住之江区広報紙「さざんか」（平成27年2月号）にかかる増頁分の企画編集及び印刷業務にかかる経費の支出について
233,931

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（１月分）
5,298

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（１月分）
20,787

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住之江区広報紙「さざんか」（平成27年2月号）にかかる増頁分の企画編集及び印刷業務にかかる経費の支出について
95,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（１月分）
19,972

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
501,897

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（２７年２月分）
10,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「成人の日記念のつどい」手提げ袋の製作経費の支出について
70,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年１月分）について
23,753

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２７年１月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年１月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年１月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員への報償金の支払いについて
404,972

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２６年１１月１３日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
169,989

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
329,550

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
343,040

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
17,496

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
852,628

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
335,411

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
90,640

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
801,484

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
238,097

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
3,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
59,988

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
18,032

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立てにかかる官報公告料の支出について
7,550

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
258,695

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
208,190

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
42,654

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
369,641

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
108,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
92,190

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
362,188
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住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,572,104

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
206,840

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
8,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
16,440

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
283,658

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（１月分）
132,056

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
33,430,826

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
18,957,849

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
1,172,860

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
1,000,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（３月払い分）
8,219,998

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
25,680

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
245,813

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
205,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
380,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
15,088

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
20,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
21,850

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭扶助費の支出について
3,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
122,531

住吉区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（１月請求分）
1,324,231

住吉区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（12月分）
3,815

住吉区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（12月分）
21,091

住吉区役所 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立住吉区民センター施設管理業務にかかる経費の支出について（第３四半期）
13,125,700

住吉区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（１１月分：他課分）
420

住吉区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について（12月分）
15,338

住吉区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票立会人報酬の支出について
79,200

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査におけるタクシー代立替払にかかる公費の支出について
4,600

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 第47回衆議院議員総選挙における投票所清掃業務の実施にかかる経費の支出について（住吉小学校）
129,600

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 第47回衆議院議員総選挙における投票所清掃業務の実施及び同経費の支出について（依羅小学校）
151,200

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用公共施設の使用にかかる時間外利用料（光熱水費見合い分）の支出について
35,920

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第47回衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査従事職員の区役所への移送にかかるタクシー借り上げ業務契約及び同経費の支出について
70,560

住吉区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料
第47回衆議院議員総選挙・ 高裁判所裁判官国民審査従事職員における投票所視察・巡視並びに投票所と開票所の職員移送用タクシーの借り上げ契約及び同経費の
支出について 259,560

住吉区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（１１～１２月分）
22,466

住吉区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年全国消費実態調査の調査員報償金の支出について
513,480

住吉区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用開票所臨時電話料金の支出について
12,842

住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査におけるカイロ外18点の購入の実施及び同経費の支出について
218,460

住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査における各投票所用養生材の購入及び同経費の支出について
345,600

住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票所設営業務の実施及び同経費の支出について
194,400

住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者・投票立会人・民間従事者用のひざかけのレンタル実施と同経費の支出について
42,930

住吉区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（８月～１１月分：他課（保健福祉課）分）
4,590

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用・選挙管理委員会事務用・統計事務用小口支払基金の繰入について（１月分）
19,800

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用・選挙管理委員会事務用・統計事務用小口支払基金の繰入について（１月分）
1,640

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用・選挙管理委員会事務用・統計事務用小口支払基金の繰入について（１月分）
1,968

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 一般管理事務用・選挙管理委員会事務用・統計事務用小口支払基金の繰入について（１月分）
1,008

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,086

住吉区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
7,488

住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（１月分）
183,442
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住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（１月分）
91,689

住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（１月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（１月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査における選挙事務従事者用寝具借入の実施及び同経費の支出について
40,500

住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(1月分)
265,500

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(1月分)
13,619

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について(１月分)
11,877

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について(１月分)
28,404

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について(１月分)
5,978

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入の実施及び同経費の支出について(１月分)
13,107

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(1月分)
6,300

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査における投票管理者等用のど飴外1点の購入の実施及び同経費の支出について
20,314

住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所資材搬送・撤収業務の実施にかかる経費の支出について
449,925

住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
25,507

住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住吉区役所（4階）大会議室照明器具安定器取替にかかる経費の支出について
21,945

住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（１月分）
4,029

住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用投票所施設使用料の支出について
16,590

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（３月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（１１月～１２月分：他課（介護保険）分）
1,180

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（１２～１月分）
34,148

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所電動防火シャッター保守点検業務にかかる経費の支出について
111,240

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(１月分)
588,579

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 住吉区選挙管理委員会事務用インクタンク（純正）外２点の購入及び同経費の支出について
108,410

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(１月分)
5,421

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について
944,300

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について
862,404

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 第47回衆議院議員総選挙用出張交通費の支出について
31,740

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 第47回衆議院議員総選挙にかかる投票管理者及び投票立会人、民間従事者用弁当の購入の実施と同経費の支出について(本部及び南エリア８投票所)
107,250

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費 第47回衆議院議員総選挙にかかる投票管理者及び投票立会人、民間従事者用弁当の購入の実施と同経費の支出について(期日前投票所及び北エリア９投票所)
158,400

住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査における投・開票所用品レンタルにかかる経費の支出について
123,120

住吉区役所 地域課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アルファ化米の購入経費の支出について
275,400

住吉区役所 地域課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみちゃんふれあいイベント広場事業用　パネル　外１点の購入経費の支出について
83,754

住吉区役所 地域課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 防災事業用の電波利用料の支出について
14,580

住吉区役所 地域課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみちゃんふれあいイベント広場事業用　ベスト　５０着の購入経費の支出について
58,320

住吉区役所 地域課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（１月分）
7,776

住吉区役所 地域課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（１月分）
6,311

住吉区役所 地域課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯カメラ設置にかかる配電柱への共架調査にかかる経費の支出について（２回目）
24,354

住吉区役所 地域課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　啓発物品「取手付折りたたみコンテナ」外７点の買入経費の支出について
54,000

住吉区役所 地域課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１月分）
1,026

住吉区役所 地域課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（１月分）
594

住吉区役所 地域課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車啓発事業用　B５ノートの支出について
162,000

住吉区役所 地域課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用　レーザープリンタ用トナーカートリッジ（純正品）　外７点の購入経費の支出について
106,920

住吉区役所 地域課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費支出について（第４回中間金払）
120,000

住吉区役所 地域課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災マップデザイン修正業務の支出について
48,600

住吉区役所 地域課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（１月分）
28,068

住吉区役所 地域課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信の支出について（１月分）
6,966

住吉区役所 地域課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（１月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1～4、6、10、11、13～16、20～24、26～34）
7,477

住吉区役所 地域課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（１月分）
97,770
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住吉区役所 住民情報課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
4,942

住吉区役所 住民情報課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（１２月分）の支出について
5,020

住吉区役所 住民情報課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
6,881

住吉区役所 住民情報課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１２月分）
4,367,361

住吉区役所 住民情報課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（クリヤーホルダー外２点）の購入及び同経費の支出について
26,136

住吉区役所 住民情報課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
151,768

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
125,445

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
74,303

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
54,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,895

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
835,140

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,090

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年５月分～１２月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年５月分～１２月分）
6,490

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(11月分)
6,387

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（１２月分）
10,694

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
96,027

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
69,334

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
66,233

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
5,580

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
270,284

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,264

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
67,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,080

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
406,286

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
256,296

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(11月分)
1,380

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(11月分)
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
5,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
22,846

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
45,604

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
18,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
226,221

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
43,348

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
14,299

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
15,085

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(12月分)
6,828

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
6,458

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
6,698

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
4,968

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
237,514

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,884

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
84,968
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,320

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
57,590

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
87,630

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
657,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
282,297

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(12月分)
320

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
8,294

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
2,460

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(12月分)
2,240

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(12月分)
1,450

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
1,212,758

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
167,825

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
653,740

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
10,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
460,925

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
368,482

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年１月支給決定分）
21,686

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
16,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１０月追加分）
320

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（９月追加分）
380

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
6,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（１０月追加分）
240

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
2,100

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
1,410

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
7,940

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
173,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,810

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,632

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
26,016

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２７年１月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２７年１月分）
38,820

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
440

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
4,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年８月～１１月分及び７月まで未請求分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
19,270

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
11,804

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
11,024
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
34,730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
351

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
63,100

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,725

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
69,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
328

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
31,169

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
4,264

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
594

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
4,041

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
39,704

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払について（平成２７年１月分）
920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用消耗品(クリップホルダーほか)の購入及び同経費の支出について
46,440

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（１月分）小口支払基金の繰入について
8,190

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（１月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（１月請求分）の支出について
10,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（２月分）
3,498,690

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年１月分）
265,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
253,919

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
183,483

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
23,544

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
293,067

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
297,063

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
298,051

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
62,380

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２７年１月分）
642,270

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
149,121

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 テーマ別健康講座「はっぴー健康体操」12月分及び2月の報償金の支出について
27,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年９月～２７年１月分）
1,260

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（１月分）
15,883

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ホッチキス他５３点の購入及び同経費の支出について
79,888

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（１月分）
14,587

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月受取人払分）
3,395

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度住吉区子ども・若者育成支援事業に係る支出について（第3回中間払い）10月～12月分
1,895,623

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年９月～２７年１月分）
2,090

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
28,836

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
1,874,168

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
8,361

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
1,242,609

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,340
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
90,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,054

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
7,560

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
57,756

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年９月～２７年１月分）
5,730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
7,104

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
334,687

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
432,307

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（３月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
9,502

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
15,043

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
59,115

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２７年１月分）
1,091,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
2,280,870

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２７年１月分）
1,110,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
390,179

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
5,008

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
23,742

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
40,342

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口3月分）の支出について
670,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(１月分)
8,422

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年９月～２７年１月分）
690

住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内出張交通費の支払いについて（平成２６年９月～２７年１月分）
480

住吉区役所 企画課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（平成27年１月号）
728,879

住吉区役所 企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（２月号）
243,000

住吉区役所 企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（２月号）
130,053

住吉区役所 企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（２月号）
616,809

住吉区役所 企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民意識調査にかかる後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について（1月分）
4,559

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（医療法人ハートフリーやすらぎ）
10,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（住吉幼稚園PTA）
14,200

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉カルチャーとアートの活動推進事業住吉あらかると・すみよしコンサート業務委託業者選定委員に対する報償金の支出について
39,285

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（我孫子南中学校PTA）
14,200

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（11月分）の支出について
9,840

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 こども教育専門会議用小口支払基金の繰入について
521

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー事業用小口支払基金の繰入について（1月分）
988

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（山之内小学校PTA）
14,200

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（12月分）の支出について
800

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域教育推進事業用　PPCカラー用紙（A4）外４点の購入にかかる所要経費の支出について
31,590

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（1月分）
19,666

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 すみよし文化フェスティバル手話通訳業務の実施及び同経費の支出について
12,000

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 すみよし文化フェスティバル出店におけるテント・暖房器具等設営撤去業務にかかる所要経費の支出について
177,390

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（1月分）
12,464

住吉区役所 教育文化課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度住吉区校庭等の芝生化事業補助金の支出について（第３回目払い）
914,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（２月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（２月分）
2,100,000
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住吉区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（２月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（２月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１月分）
124,330

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（１月分）
9,793

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１月分）
50,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（１月分）
241,800

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（１２月分）
8,596

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
237,165

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
357,488

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
350,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険出張旅費の支出について（1月分）
240

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
2,597

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
276,205

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（２月分）
415,900

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
250,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
158,290

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１月分)の支出について
15,504

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１月分)の支出について
42,561

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１月分・後納）
727,771

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(１月分)の支出について
152,734

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（１月分・受払）
116,728

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(１月分)の支出について
81,885

住吉区役所 保険年金課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(１月分)の支出について
198,539

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
144,131

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
162,465

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
217,596

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
238,517

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
145,754

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
109,440

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
223,880

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
257,284

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
224,640

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
164,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
375,685

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
88,560

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
239,960

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
336,743

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分)
134,447

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
80,410

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
268,131

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
216,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
84,844

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
236,140

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
56,749

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
385,035

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500
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住吉区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
235,240

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
81,904

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
38,050

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
232,330

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１月分）
4,300

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
245,257

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
352,120

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用診察料の支出について
357,910

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
43,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
262,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
1,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
4,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（１月分）
3,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
151,526

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
21,950

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
223,345

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
43,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
200,156

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
1,200,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
56,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
218,620

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
49,313

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
292,085

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
141,264

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
46,580

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
54,630

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
2,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
222,680

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
34,790

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
282,898

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
286,080

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１１月～平成２７年１月分)
396,670

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月分、平成２７年１月分)
353,126

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１月分)
145,176

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１月分)
291,411

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１月分)
393,354

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２６年１２月～平成２７年１月分)
249,398

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１月分)
392,244

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
260,225

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
229,270
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住吉区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
410

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１１月分・振替不能分）
240

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（１月分）
875,238

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
173,128

住吉区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

東住吉区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度11月分　後納郵便料について（経済センサス・商業統計調査、受取人払分）
97

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
5,400

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
6,980

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
19,440

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
648

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
20,120

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
8,840

東住吉区役所 総務課 平成27年02月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月１４日執行予定衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における臨時電話にかかる料金の支払について
13,380

東住吉区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年8月分）（統計・全国消費実態調査）
1,218

東住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用地方自治関係実例判例集追録購入に係る経費の支出について
3,394

東住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（１月分）
195,930

東住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（1月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用平成26年度東住吉区役所ほか１ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務にかかる経費の支出について（１２月分）
43,594

東住吉区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　食糧費
平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙における期日前投票事務従事者及び投票所事務従事者（区職員を除く）の昼食・夕食（弁当）の買入にかかる経費の支出につ
いて 320,100

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジ購入経費の支出について
174,528

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用ガスヒートポンプ修繕業務にかかる経費の支出について
248,400

東住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用平成26年度東住吉区役所ほか１ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務にかかる経費の支出について（１月分）
11,178
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東住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（1月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（1月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年1月分電話料金の支出について（携帯電話）
2,196

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
165,492

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
170,093

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月前期分）
19,900

東住吉区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月前期分）
1,600

東住吉区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月前期分）
5,184

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年1月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
682

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
92

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成26年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
328

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
4,672

東住吉区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年度1月分　後納郵便料の支出について（総務課）
13,601

東住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる組立式投票箱買入にかかる経費の支出について
1,776,600

東住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年1月分電話料金の支出について（光回線）
292,172

東住吉区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　固定電話使用料の支出について（平成26年11月～27年1月分）
410

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬の支払について（案件番号26-2）
59,400

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年10～12月分）（総務課事務費）
41,402

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（1月分）
24,047

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年1月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,693

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年1月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,075

東住吉区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 選挙にかかる出張旅費の支出について（平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙口座不能分）
210

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　2月分支払資金（歳出一般）
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　2月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（９月分）（住民情報担当事務費）
5,468

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
158,920

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１０月分）（住民情報担当事務費）
9,438

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１１月分）（住民情報担当事務費）
1,808

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
30,600

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
95,213

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
8,919

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 公金収納POSシステム変更業務委託料の支出について
45,360

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
133,113

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
925,448

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
51,359

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
420

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
97

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
136,130

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,977

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
43,235

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
542,672

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,355

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,786

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
940

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
176,129

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,977

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
77,814

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度１月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
23,427

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
91,243

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成26年度東住吉英語交流事業の英語文化体験イベントにかかる行事保険料の支出について（その３）
1,920

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
6,548

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート事業　後納郵便料の支払いについて（平成27年1月分）
291

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東住吉区民アンケート調査にかかる業務委託経費の支出について
358,268

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
2,708

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
315,802

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
120

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
6,614

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年1月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
164

東住吉区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
41,758

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
6,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
4,018

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
1,808

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,022

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
2,292

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
3,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
264,588

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
1,680
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
1,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
432

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
840

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
2,092

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成27年2月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
1,752

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成27年2月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
5,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張（近距離管外含む）４～６月分旅費の支出について
504

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域福祉活動推進事業事業者選定にかかる第1回選定委員会の報酬の支払いについて
48,875

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
163,536

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
83,270

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
14,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
230,912

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
22,834

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
212,516

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,924

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
255,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
563,606

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
88,227

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
143,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分）の支出について
364,464

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
24,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２７年２月期窓口支払分）の支出について
340,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支出について
21,876

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支出について
17,312

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
9,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
462,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
25,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
176,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
86,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
12,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
11,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
35,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
243,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
191,867

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
212,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
148,816
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
203,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
317,889

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
206,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
128,904

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
48,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
130,728

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
56,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
251,976

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年12月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
4,229

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,853,974

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,895

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,977

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
215,956

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
6,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
53,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
56,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
247,186

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
383,394

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
42,244

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査、妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分）
27,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月今川地域実施分）
9,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月分）
9,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分）
52,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月）
33,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
65,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
39,005

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
32,256

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
12,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
342,057

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
34,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
2,592

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
350

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
54,810

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
13,092

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
389,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
34,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
15,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月分）
9,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分）
28,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月分）
4,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分）
33,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成26年11月分）
6,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度１月分　小口支払基金の繰入について
14,255

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
89,608

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１月分　小口支払基金の繰入について
5,616

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度１月分　小口支払基金の繰入について
4,276
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度１月分　小口支払基金の繰入について
300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２７年１月分の支出について
39,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度１月分　小口支払基金の繰入について
4,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
28,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
80,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
320,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
540

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,656

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
207

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,656

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
608,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
244,382

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,193,251

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
15,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
262,545

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
31,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
358,621

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
27,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
141,845

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
244,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,052

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
9,936

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
7,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１２月分）の支出について
3,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１１月分）の支出について
6,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１１月分）の支出について
948

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１２月分）の支出について
1,770

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１１月分）の支出について
2,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
100,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
55,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
212,475

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
27,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
33,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
229,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
275,823

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
4,621

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,668
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
54,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
269,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
349,044

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１２月分）
8,918

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
233,088

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
363,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
350,657

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
6,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年３月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
180,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年１月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月分歯科相談にかかる報償金の支出について
62,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２６年１２月分）
1,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
38,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
118,495

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
89,208

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
356,435

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
10,358

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
14,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
5,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
99,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
1,906

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
37,099

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
32,256

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
75,612

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,768

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
436,514

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分前期）
2,646

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
150,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
91,254

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分・2月分）の支出について
225,535

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
468

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
22,886

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
1,066

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
246
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
3,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
5,394

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
492

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
22,202

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健担当後納郵便料の支出について
140

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（第９回中間払い）
4,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 東住吉区役所庁舎屋内保健福祉課用防犯カメラ一式購入代金の支出について
199,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
248,644

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
40,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
17,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
29,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
10,192

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
1,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
3,371

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
922

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
25,073

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
4,398

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
14,062

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,321

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,312

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
50,572

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分(6/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
196,487

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,026

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,522

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,355,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
183,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
44,592

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
564,683

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
70,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,450

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
984,221

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,616

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
103,848

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
298,805

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
10,496

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
164

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
20,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分(6/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
52,231

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
382,504

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
648
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,166

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
29,806

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（3/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,425

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
7,046

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成27年1月分）
474,030

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
45,546

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
95,786

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（2/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,271

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（4/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
485

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（1/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
5,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分（5/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
17,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
746

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２７年２月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度２月分前半分　小口支払基金の繰入について
324

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
24,402

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度２月分前半分　小口支払基金の繰入について
6,428

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（１月分）
25,875

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年１月分料金受取人払郵便料の支出について
35,569

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年１月分後納郵便料の支出について
535,691

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年１月分料金受取人払郵便料の支出について
93,854

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年１月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
37,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
262,785

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
29,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
35,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
2,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度２月分前半分　小口支払基金の繰入について
614

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度２月分前半分　小口支払基金の繰入について
1,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
2,342,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,390,810

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２６年度２月分前半分　小口支払基金の繰入について
17,006

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（平成２７年３月分窓口支払分）の支出について
380,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
1,393

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小中学生人権標語コンクールにおける入選者への記念品の購入経費の支出について（人権啓発推進事業）
9,396

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
40,986

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中野中学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯標語「いかのおすし」入り鉛筆の購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
105,300

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２７年東住吉区成人の日記念のつどい」にかかる手話通訳料の支出について
10,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東住吉会館女性用トイレ漏水修繕作業（その２）一式にかかる経費の支出について
158,760

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 わがまち安全マップ作製における印刷経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
88,452

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「東住吉区防災フェスタ」にかかる風船の支出について（防災力向上事業）
86,400
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東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「東住吉区防災フェスタ’１４」にかかる手話通訳の支出について
15,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第4回東住吉区人権啓発推進員対象研修会における講師謝礼の支払いについて
11,340

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（1月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（1月分）
24,500

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「東住吉区防災フェスタ」にかかるポスター・チラシ・パンフレット印刷業務の経費の支出について（防災力向上事業）
81,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度１月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,457

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（１２月分）
7,718

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災力向上事業にかかる東住吉区防災マップ印刷経費の支出について
29,160

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,250

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
92

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
11,514

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
6,740

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,476

東住吉区役所 区民企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について（1月分）(生涯学習推進事業)
2,670

平野区役所 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年全国消費実態調査　調査員報酬にかかる支出について
770,220

平野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（1月分）
2,766

平野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（１月分）
15,455

平野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（1月分）
66,786

平野区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
10,044

平野区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（平成26年12月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年02月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 「衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査」にかかる報償金の再支出について
11,900

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（平成27年1月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,868

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ペーパーホルダー買入にかかる経費の支出について
304,560

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（平成26年12月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯ほか4点の購入にかかる経費の支出について
142,533

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,280

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成27年１月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
75,390

平野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
316,066

平野区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月衆議院議員選挙分）
16,687

平野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
10,528

平野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（受取人払い）後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度12月分）
97

平野区役所 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる市内出張交通費の再支出について
900

平野区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 加美出張所小便器他水漏れ等修繕業務にかかる所要経費の支出について
29,160

平野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 加美出張所ウォシュレット入替他修繕業務にかかる所要経費の支出について
46,418

平野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
6,190

平野区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
7,262

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
3,167

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
714,420

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
884

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
492

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 選挙啓発資料「知っておきたいあなたの投票場所」の作成並びに同所要経費の支出について
31,024

平野区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度1月分）
21,888

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等（3月分）の支出について
123,000
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平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（平成27年1月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（平成27年1月）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所1階、地下1階給湯室水漏れ修繕業務の実施及び同経費の支出について
91,800

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 長吉出張所蛍光灯取替業務の実施及び同経費の支出について
19,400

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（１月分）
20,994

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成27年1月）
657,720

平野区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
27,540

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成26年12月分）
3,870,841

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成26年12月分）
370,967

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険２月分保険給付費（出産育児一時金）の支出について
4,444,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）２月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）２月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（12月分）
44,159

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（2月13日支払分）
893,110

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（2月13日支払分）
6,971

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課事務用シュレッダーの購入及び同所要経費の支出について
159,840

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住居表示台帳製図用ペン先及びインクの購入経費の支出について
15,028

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１２月分市内出張交通費の支出について
480

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２６年１２月分市内出張交通費の支出について
840

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用臨時運行許可番号標の作製及び同所要経費の支出について
34,560

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年1月分）
2,810,389

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年1月分）
370,967

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（2月24日支払分）
36,137

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 弁護士法第２３条の２第２項に基づく照会にかかる回答に関する法律相談料の支出について
10,800

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（１月分）
162,373

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年1月分後納郵便料の支出について
11,951

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年1月分後納郵便料の支出について
161,220

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年1月分後納郵便料の支出について
1,137,421

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年１月受付分）
1,550,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年１月受付分）
1,024,090

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年1月分後納郵便料の支出について
148,209

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年1月分後納郵便料の支出について
73,912

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,425,406

平野区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
47,499

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用赤色誘導棒ほか１点にかかる購入経費の支出について
113,097

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市平野区における新たな地域コミュニティ支援事業の経費の支出について（第４四半期）
5,545,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防水提灯ほか１点にかかる購入経費の支出について
109,296

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２６年度子どもの安全見守りカメラ設置事業にかかる共架手数料の支払いについて
1,188

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度成人の日記念のつどい警備業務にかかる所要経費の支出について
103,680

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度成人の日記念のつどい音響業務にかかる所要経費の支出について
183,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用腐葉土ほか３点購入経費の支出について
62,100

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」事業用ロール式ラミネートフィルム購入経費支出について
53,136

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課事務用油性ツインマーカーほか１３点購入経費の支出について
70,941

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成・非行防止推進事業　中学生コンサート「ＪｏｙＪｏｙ　Ｎｏ．２１」ポスター印刷業務にかかる経費（印刷製本費）の支出について
40,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年健全育成・非行防止推進事業　平野区ゆきまつり保険の加入にかかる所要経費の支出について
6,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１月分）
1,296

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ポケットティッシュほか２点にかかる購入経費の支出について
105,516

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用赤色誘導棒にかかる購入経費の支出について
14,580
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平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１月分）
12,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防災啓発用保存水ほか１点にかかる購入経費の支出について
89,061

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１月分）
15,786

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（１月分）
839

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防寒着にかかる購入経費の支出について
13,986

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯プロジェクト事業用青色防犯パトロール車両定期点検整備費用の支出について
17,841

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用カセットコンロにかかる購入経費の支出について
52,920

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用スチール棚購入経費の支出について
146,448

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（1月分）
92

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（1月分）
328

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（1月分）
4,356

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（1月分）
7,380

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ＬＥＤライト付き防犯ブザーにかかる購入経費の支出について
87,480

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　クリアホルダー　他１点の購入にかかる経費の支出について
9,039

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用パイプテントほか２点にかかる購入経費の支出について
176,040

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用スピーカー購入経費の支出について
232,934

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年健全育成・非行防止推進事業　中学生コンサートにおける市民活動行事保険加入経費の支出について
9,180

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 青少年健全育成・非行防止推進事業　平野区ゆきまつりにかかる積載、運搬および荷降ろし業務委託の経費の支出について
151,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
79,842

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
319,830

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
1,580,540

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（２月分）
678,777

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１７号）
74,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
209,626

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
146,891

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 Ｈ２６年度コホート検討会参画医師報償金の支払について（１月実施分）
11,360

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年１月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度子ども手当給付費にかかる支出について
78,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（１２月分）
9,536

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について
2,130

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２６年度健康教育事業（壮年）にかかる講師報償金の支出について
9,240

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成27年1月分　家族教室事業講師料の支出について
10,440

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張旅費の支出について
34,080

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,821,333

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月１２日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）の支出について
960

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,967,172

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）の支出について
240

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１２月分）の支出について
480
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平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「救急カプセルを活用した高齢者等見守りネットワークの構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
726,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築」事業業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
269,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
1,198,403

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（２月分）
140,311

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１５号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,696

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
210,507

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
140,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
56,233

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
21,527

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
801

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
40,608

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,890

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-8）
5,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
195,505

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,391

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,460

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,356

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
590,260

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,171

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,722

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,230

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
752,322

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（１月分）
12,679

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,126,615

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 虐待防止活動評価検討会における外部専門家への報償金の支払いについて（２月分）
35,040

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援者スキルアップ講座にかかる講師謝礼金の支出について
9,580

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,349

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１月２９日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年１月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
865,970

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　いきいき百歳体操大会講師報償金の支払について
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
1,186

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
221,986

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
857,657

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
142,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
292,230

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
600

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
410

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
882

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
820

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
82
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平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
40,248

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
2,542

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
830

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」平成27年度保健事業のご案内（保存版）企画編集業務の委託の支出について
69,120

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
2,940

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
552

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
6,324

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（１月分）
36,502

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年２月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,217,590

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について(1月分）
446,805

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
980

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険料の再支出について
2,130

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
2,110,621

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用１月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
356,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
820

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
363,110

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
28,781

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
34,912

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
1,395,134

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（２月分）
177,587

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
558,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
81,016

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
7,954

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
6,700

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
21,780

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
3,624

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
39,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
513,495

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
80,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
9,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（２月分）
96,559

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
645,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用１月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
38,947

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
99,807

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
27,608

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用１月分後納郵便料の支出について
1,640

平野区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-9）
10,800

平野区役所 政策推進課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業（地域連携支援事業）講師謝礼の支出について（１２月分）
39,555

平野区役所 政策推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用物品（輪転機用トナー他１０点）購入にかかる経費支出について
181,240

平野区役所 政策推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度平野区生涯学習ルーム活動発表会（作品展示の部）の市民活動行事保険加入経費の支出について
6,000

平野区役所 政策推進課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区人・愛・ふれあいプラザ事業にかかる所要経費の支出について
900,000

平野区役所 政策推進課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１月号)
170,404

平野区役所 政策推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(１月号)
326,289

平野区役所 政策推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１月号)
455,846

平野区役所 政策推進課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(１月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
26,560
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平野区役所 政策推進課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる経費（委託料）の支出について
145,000

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
174

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
298,753

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
205

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
502

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
6,894

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
202

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
16,772

平野区役所 政策推進課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（１月分）
4,400

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
14,200

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導報償金（平成26年1月分）の支出について
154,140

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度平野区生涯学習活動発表会（作品展示の部）にかかる消耗品等の購入の実施及び同所要経費の支出について
36,790

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区学力サポート事業事務用消耗品（指導員用採点ペン他１５点）購入にかかる経費支出について
182,893

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課広報事業用物品(ビデオカメラ他６点)購入にかかる経費支出について
81,151

平野区役所 政策推進課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課広報事業用物品(動画編集ソフト)購入にかかる経費支出について
11,664

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
5,050

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
3,220

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
7,350

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
5,060

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
111,600

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
63,600

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分）の支払について
252,945

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
29,590

平野区役所 生活支援課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
121,405

平野区役所 生活支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
10,291

平野区役所 生活支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
378,370

平野区役所 生活支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
41,850

平野区役所 生活支援課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
11,600

平野区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
162,830

平野区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
133,820

平野区役所 生活支援課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
860,440

平野区役所 生活支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
46,860

平野区役所 生活支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
355,983

平野区役所 生活支援課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
64,900

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
208,670

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
259,200

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
178,978

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
155,385

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
9,094

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,944

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
244,611

平野区役所 生活支援課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
241,680

平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１２月分）
125,751

平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
167,940

平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
24,631

平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
240,680
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平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１１月分・１２月分）の支払について
96,554

平野区役所 生活支援課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
287,740

平野区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
40,680

平野区役所 生活支援課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分）の支払について
125,700

平野区役所 生活支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
194,765

平野区役所 生活支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分）の支払について
8,090

平野区役所 生活支援課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費の支払について
5,584

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
24,785

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
23,700

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
160,056

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
70,516

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
60,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
18,468

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,820

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
11,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,996

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
7,269

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,512

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,556

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
16,804

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,800

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
4,158

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,900

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,400

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,160

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,918

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,500

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
10,800

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
2,884

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,420

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
236,218

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
84,460

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
311,764

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
111,860

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
30,240

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,359,940

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
230,228

平野区役所 生活支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
360,940

平野区役所 生活支援課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務にかかるレターパック等の購入経費の支出について
72,400

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
876

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
358,520

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
95,732

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
179,332
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平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
272,470

平野区役所 生活支援課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,094,592

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,600

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
313,220

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
78,550

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
223,023

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
271,835

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
27,360

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
323,649

平野区役所 生活支援課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
29,590

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
254,374

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
302,986

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
282,417

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
113,570

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
109,240

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
61,984

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
52,123

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
7,800

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年２月分生活保護費（１５９条過誤納分）の支出について
4,736

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
148,500

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
2,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
33,434

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
123,320

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
388,540

平野区役所 生活支援課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
248,590

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
62,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
1,200,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
307,191

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
204,840

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
1,500,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
850,684

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
5,850

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
397,676

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
386,649

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
33,500

平野区役所 生活支援課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
404,520

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
287,288

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
285,862

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１２月分・１月分）の支払について
236,100

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
228,752
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平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,620

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
55,136

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
22,918

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,530

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
122,641

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,180

平野区役所 生活支援課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
8,790

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
1,156,269

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
183,600

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
24,161

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
50,002

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
7,500

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
244,390

平野区役所 生活支援課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
858,280

平野区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
97,224

平野区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
7,700

平野区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
117,000

平野区役所 生活支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
214,752

西成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（１２月分）
2,466,491

西成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１月～３月分）の支出（口座自動引落払い）について
420,000

西成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１月～３月分）の支出（口座自動引落払い）について
800,000

西成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１月～３月分）の支出（口座自動引落払い）について
2,500

西成区役所 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１月～３月分）の支出（口座自動引落払い）について
1,284

西成区役所 総務課 平成27年02月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙従事者事務用出張交通費の支出について
16,100

西成区役所 総務課 平成27年02月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査における開票所会場使用料の支出について（区役所附設会館通常閉館後使用料）
42,760

西成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等一般廃棄物収集・運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（第３四半期分）
1,104

西成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等一般廃棄物収集・運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（第３四半期分）
73,405

西成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査に係る宿泊施設借上業務経費の支出について
32,000

西成区役所 総務課 平成27年02月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 西成区役所衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票所巡視・投票用紙送致等タクシー賃借業務経費の支出について
458,640

西成区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(7月～9月分)
34,350

西成区役所 総務課 平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる開票立会人への費用弁償の支出について
360

西成区役所 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(9月～10月分)
27,310

西成区役所 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(9月～12月分)
37,460

西成区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（１月分）
502,674

西成区役所 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務用郵便切手購入経費の支出について
8,850

西成区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広聴事業用　住宅地図購入経費の支出について
11,664

西成区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（1月分）
226,800

西成区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
185,386

西成区役所 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
64,800

西成区役所 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について（平成２６年１２月・平成２７年１月分）
20,412

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年１月分）
33,552

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成２７年１月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（平成27年1月分）
119,610

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成27年1月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成２７年１月分）
278,008

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（平成２７年１月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
44,505
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西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
328,145

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
6,414

西成区役所 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２７年１月分）
3,039

西成区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
3,570

西成区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
7,337

西成区役所 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成27年1月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成27年1月分）
72,653

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成27年1月分）
58,120

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成27年3月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用等小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,419

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
31,458

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
78,265

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
840

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用等小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
7,205

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
3,854

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（１月分）
22,000

西成区役所 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 旅費　普通旅費 あいりん地域まちづくり事業打ち合わせにかかる旅費の支出について
114,600

西成区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度成人の日記念のつどい事業用手提げバッグ購入経費の支出について
64,152

西成区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
3,810

西成区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度成人の日記念のつどい事業用手話通訳経費の支出について
8,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区成人の日記念のつどい事業用音響設備にかかる支出について
75,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
5,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（１月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（１月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１２月分）
11,063

西成区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区成人の日記念のつどい事業用場外警備経費の支出について
43,200

西成区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（１２月分）
496,213

西成区役所 市民協働課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災活動事業用　防災フェスタ　会場警備業務委託経費の支出について
35,640

西成区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用等 ラベル用紙 外１３点の購入経費の支出について
28,879

西成区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用等 ラベル用紙 外１３点の購入経費の支出について
45,596

西成区役所 市民協働課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用等 ラベル用紙 外１３点の購入経費の支出について
71,264

西成区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立鶴見橋中学校PTA 福祉体験」講師謝礼の支出について
8,600

西成区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 簡易無線機に関する各種手続きの業務委託及びリチウムイオン電池の買入に係る経費の支出について（地域防災活動事業用）
204,120

西成区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 簡易無線機に関する各種手続きの業務委託及びリチウムイオン電池の買入に係る経費の支出について（地域防災活動事業用）
65,200

西成区役所 市民協働課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 デジタル簡易無線機一式（西成区役所）買入に係る経費の支出について（地域防災活動事業用）
4,212,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 関西電力柱への防犯カメラ設置可否調査にかかる経費の支出について（通学路への防犯カメラ設置事業用＜あいりん地域環境整備事業＞）
21,384

西成区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立鶴見橋中学校PTA 国際理解教育」講師謝礼の支出について
10,400

西成区役所 市民協働課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用自転車前かご用ひったくり防止カバーの購入費の支出について
297,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１・２月分）
3,795

西成区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!」開催周知用ちらし　外２点の作成経費の支出について
162,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１・２月分）
3,500

西成区役所 市民協働課 平成27年02月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１・２月分）
7,000

西成区役所 市民協働課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
16,034

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 未利用地を活用した緑化推進事業用山土他１６点購入経費の支出について
316,591

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
1,886

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（1月分）
4,398

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
468

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
18,479
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西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
502

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
3,198

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
250

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
1,968

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
9,392

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（１月分）
2,910

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業Ｄｏ！プラン業務委託にかかる委託料の支出について（１月分）
496,213

西成区役所 市民協働課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（１月分）
164

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（１月請求分）の支出について
3,815

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年２月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年２月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナーカートリッジ購入経費の支出について
22,572

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１２月分）
24,218

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用レターパックの購入経費にかかる支出について
20,400

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度８月～１０月分の支出について
2,760

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度８月～１０月分の支出について
2,760

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度８月～１０月分の支出について
2,120

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度８月～１０月分の支出について
840

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他１４点の購入経費の支出について
10,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他１４点の購入経費の支出について
160,557

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印他１４点の購入経費の支出について
20,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般・退職還付金の支出について（平成２７年２月１６日支払予定分）
236,303

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般・退職還付金の支出について（平成２７年２月１６日支払予定分）
3,446

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年１月支給決定分の支出について
195,937

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
26,600

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年１月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１月分の支出について
136,752

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便１月分の支出について
164

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸料の支出について（１月分）
7,236

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
206,650

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸料の支出について（１月分）
5,513

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
40,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（１月分）
743,292

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年２月支給決定分の支出について
1,948,885

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（２月２７日支払予定分）
147,848

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
120,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（１月分）
80,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成26年12月分）
5,982

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１２月分）
25,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）契約の実施経費の支出について（第４四半期分）
4,985,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,178

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
266,255

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料・画像料の支出について（医療扶助費）
63,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
64,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
69,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
52,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
119,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,379

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,208

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,907

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,074

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
175,016

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,390

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
186,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,940

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用郵便切手購入経費の支出について
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
236,889

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
144,170

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用ペンライト購入経費の支出について
7,236

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（１２月分）
205,206

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託（長期継続契約）契約の実施経費の支出について（第3四半期　平成26年10月～12月分）
3,980,427

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,392

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,430

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
23,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
208,079

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
267,395

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
279,514

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
2,286

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
271,621

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
344,664

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
4,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
179,284

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　７月より新規設定分）の支払いについて（１２月分）
34,998

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
241,788

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
53,046

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
4,120

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
217,773

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 地方自治法施行令第１５９条に基づく現年歳出戻入金の過誤納付にかかる還付について
1,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
351,005

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
1,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当給付費の支出について（平成26年10月から平成26年11月分）
40,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
3,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
40,127
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
9,012

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
20,296

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
8,765

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,192

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
63,850

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
230,366

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
150,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
345,144

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について（生活扶助費）
300,653

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
248,467

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
393,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
15,606

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
25,984

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具改修費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
104,277

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
11,236

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
63,631

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
81,630

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・非指定医療機関診療報酬費・訪問看護利用料の支出について（医療扶助費）
231,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
104,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,073,483

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,446,724

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,771,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
99,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 医療相談事業用マスクほか３点の購入経費の支出について
4,158

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
7,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
11,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
20,660

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 子育て支援施策にかかる意見交換会等の会議記録作成業務にかかる経費の支出について（平成26年度12月出来高分）
63,504

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
106,734

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
439,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
38,150

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
3,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
107,366

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
84,570

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
6,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
72,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
47,304

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
43,467

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（１２月分）
20,443

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
234,091

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
16,216

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,482
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,976

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
160,909

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,275

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
254,377

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
12,020

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
18,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
11,923

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
345,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
393,030

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,997

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
337,023

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
248,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
4,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
103,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除・ＮＴＴより切り替え分）の支払いについて（１２月分）
34,192

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
22,183

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
4,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
35,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
227,034

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
210,053

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
63,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
9,029

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
194,232

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
128,818

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
67,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
19,188

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
35,408

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
52,384

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
156,082

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,537

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
180,289

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,764,778

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,837,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（１月分）
6,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２７年１月分）
324,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
560

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
18,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
14,070

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
960

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成２６年度認知症等高齢者支援地域連携事業にかかる講演会等周知チラシ・ポスター作成経費の支出について
102,999

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
7,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
72,898
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
118,171

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
206,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
376,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
144,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
286,833

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
267,165

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
177,301

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
6,617

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
11,016

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具改修費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
55,752

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具改修費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
61,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
370,328

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
317,688

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
396,642

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
6,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
339,566

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
156,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
326,260

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
44,523

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
2,740

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２７年１月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１０・１１月分
11,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２６年８月分）
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用市内出張交通費等の支出について（平成２６年５月、７月～９月分）
41,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２６年８月分）
28,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
1,539

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
133,235

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
199,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
68,738

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
78,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
72,170

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
76,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（１月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度西成区認定審査会委員連絡協議会にかかる委員等報酬及び費用弁償の支出について
359,385

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成２６年度西成区認定審査会委員連絡協議会にかかる委員等報酬及び費用弁償の支出について
1,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
1,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
4,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
6,180

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
350

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
110,509

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
2,401

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
5,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
3,530

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
74

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
319,646

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
32,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
15,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
164,089

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用現金書留封筒購入経費の支出について
63,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
180,637

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
189,395

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
141,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,016

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
97,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
206,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
8,856

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
3,918

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　１月分（２）
1,442

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年９～１２月分）の支出について
5,960

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
20,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１２月分
3,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
4,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
6,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１２月分
6,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１月分）
2,260

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（１月分）
3,594

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
1,960

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
25,309

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
38,897

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,121

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
72,207

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
16,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
22,502

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
47,844

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
55,410

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
388,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
175,938

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分）
175,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
162,182

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
118,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
389,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
206,143

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
245,406

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分）
85,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
361,750
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
153,869

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分）
600,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
43,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（３月分）
3,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,917,852

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１２月分
3,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育推進事業用啓発用リーフレット作成経費の支出について
8,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１２月分
7,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
5,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２６年９－１２月分）の支出について
920

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用ゼムクリップ外23点の購入経費の支出について
114,973

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（１月分）
7,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年１月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
171,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
261,807

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬費の支出について（介護扶助費）
90,383

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
5,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（１２月分・大阪府医師会）
405,318

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
118,291

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,105

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
351,395

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
356,684

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
247,124

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金（平成２７年１月分）の支出について
192,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる委託事業者選定会議報償金の支出について（平成27年2月分）
49,035

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成27年1月分）
2,642

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１月分）
1,073

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成27年1月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
3,982

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
62,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
18,025

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
4,230

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
38,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
23,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
16,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
283,584

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
9,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所２月分賄材料費の支払について
4,454,510

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（１月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（１月分）
16,664

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（１月分）
2,479

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務事業にかかる管外出張旅費の支出について
1,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,135

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
423,339
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
300,710

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
219,670

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
175,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
9,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
192,694

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用のりほか１８点の購入経費の支出について
152,571

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用輪ゴムほか１３点の購入経費の支出について
168,409

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
5,508

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
23,942

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,587

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
64,520

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
82,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
121,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成２６年８～１２月分）
3,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用負荷調整重錘バンド購入経費の支出について
2,881

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
4,510

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（１月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
3,850

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
174

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
8,853

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
11,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
24,117

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
772

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
502

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
8,346

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
149

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,313,418

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,810

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,378

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
212

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
19,819

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
23,462

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
472,316

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
26,180

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
1,234,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,485

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
181,094

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
3,458

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,263

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
16,348
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
20,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,890

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,949

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
209,260

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
152,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
167,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
12,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
211,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
43,070

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
13,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
55,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
97,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
113,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
23,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
94,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
33,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年１１、１２月分）の支出について
24,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
2,452

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
496

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,870

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
530

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
9,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
401,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
362

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（１月分）
4,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,583

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
1,377,683

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（１月分）
263,947

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
325,233

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（１月分）
28,095

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
397,555

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,348

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
249,988

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,952

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
78,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
47,272

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
4,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
10,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
338

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
1,956

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
565,386

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
10,174

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
6,981
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西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
21,281

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
509

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の実施にかかる小規模保育事業所運営業務委託費の支出について　（1月分）
1,735,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について(1月分)
521,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,992

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
3,628

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,498

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２６年１２月決定分）
7,170

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
11,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,826

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（平成２６年９月分～平成２７年３月分）
1,045,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について（第４四半期分）
53,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
3,836

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
338

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(介護保険)事務用後納郵便料の支出について(２７年１月分)
12,864

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年１月分）
147,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用負荷調整重錘バンド購入経費の支出について
107,322

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２６年１１、１２月分）の支出について
6,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
1,093

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（１月分）
6,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

市会事務局 総務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１２月支払分）の支出について
30,188

市会事務局 総務担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 全国市議会議長会相談役会議、第１９８回理事会、第９８回評議員会、全国市議会議長会指定都市協議会第６回総会出席に伴う出張旅費の支出について
51,660

市会事務局 総務担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会相談役会議、第１９８回理事会、第９８回評議員会、全国市議会議長会指定都市協議会第６回総会出席に伴う出張旅費の支出について（随行）
47,160

市会事務局 総務担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 全国市議会議長会指定都市協議会事務局長会議、第６回総会並びに全国市議会議長会相談役会議出席に伴う出張旅費の支出について
28,840

市会事務局 総務担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
46,830

市会事務局 総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２７年１月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
46,094

市会事務局 総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２７年２月分）の支出について
43,605,000

市会事務局 総務担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 共済費　議員共済会負担金 平成26年度　市議会議員共済会共済給付金にかかる負担金の支出について（平成27年２月分）
33,783,552

市会事務局 総務担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
156

市会事務局 総務担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２６年１２月分）の支出について
19,105

市会事務局 総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　議長式辞用紙の購入経費の支出について
13,500

市会事務局 総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
35,689

市会事務局 総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（１月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年２月分）（資金前渡受領者口座振込分）
83,600

市会事務局 総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年２月分）（所得税等）
13,193,710

市会事務局 総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年２月分）（口座振込分）
53,322,690

市会事務局 総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張交通費（１月分）の支出について
8,020

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１月分）（市会図書室）
3,179

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（１月分）
26,368

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
41,298

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（１月分）
6,296
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市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（１月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（１月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（１月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（１月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
19,291

市会事務局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 大阪市会正副議長パソコン用デスク、チェア購入経費の支出について
9,288

市会事務局 総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（１月分）の支出について
49,196

市会事務局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（１０～１２月分）
10,491

市会事務局 総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（１月分）
542,160

市会事務局 議事担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５～７月大阪市会特別委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年７月大阪市会災害対策実行委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年７・８月臨時会大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５月大阪市会定例会及び７・８月大阪市会臨時会会議録ＣＤ版作製経費の支出について
27,216

市会事務局 議事担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 民生保健委員会に参考人として出席するために要する経費の支出について（実費弁償）
480

市会事務局 議事担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年５月大阪市会定例会及び７・８月大阪市会臨時会会議録ＣＤ版（その２）作製経費の支出について
27,216

市会事務局 議事担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年９月～１０月大阪市会決算特別委員会（平成２５年度公営・準公営企業会計決算）記録印刷製本経費の支出について
47,676

市会事務局 議事担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年９月～１０月大阪市会決算特別委員会記録（平成２５年度公営・準公営企業会計決算）ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年１０月～１１月大阪市会決算特別委員会（平成２５年度一般会計等決算）の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
330,372

市会事務局 政策調査担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
40,691

市会事務局 政策調査担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書購入経費支出について
156,384

市会事務局 政策調査担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
38,286

市会事務局 政策調査担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１５．１　No．２１９）の印刷経費の支出について
165,259

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１２月分）の支出について
3,028

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１２月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　国家経営の本質外1点の購入にかかる経費の支出について
2,959

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
1,586

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（１月分）の支出について
2,400

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１月分）
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１月分）
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について（１月分）
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の支出について（１月分）
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について（１月分）
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（１月分）の支出について
130,705

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外３件購入経費の支出いついて
192,240

行政委員会事務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（１月分）の支出について
11,022

行政委員会事務局 監査課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方自治関係実例判例集追録ほか１点の購入にかかる支出について
94,316

行政委員会事務局 監査課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　2014年版　包括外部監査の通信簿の購入にかかる支出について
6,000

行政委員会事務局 監査課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度１月分）
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 監査事務用　財政援助団体監査等業務委託事業者選考にかかる報償費等の支出について
87,467

行政委員会事務局 任用課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員の任用等に係る業務委託料の支出について
312,984

行政委員会事務局 任用課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　大都市人事委員会連絡協議会課長会議への出席に係る旅費の支出について
40,340

行政委員会事務局 任用課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　機密文書搬送及び溶解処分の業務委託並びに同経費の支出について
1

行政委員会事務局 任用課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験（６月試験）にかかる業務委託料の支出について
747,360

行政委員会事務局 任用課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約にかかる使用料の支出について（１月分）
59,724
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行政委員会事務局 調査課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 公平審査関係事務用　「労働総覧　平成２７年版」及び「電離放射線障害防止規則の解説」の購入にかかる支出について
10,584

行政委員会事務局 調査課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査システム用機器一式の長期借入契約にかかる支出について（平成２６年度）
3,931

行政委員会事務局 調査課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 給与調査事務用　平成２７年２月９日開催の人事諸制度等についての意見交換会における講師に対する報償金の支払いについて
36,240

行政委員会事務局 選挙課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１２月分）
10,584

行政委員会事務局 選挙課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１２月分）
40,029

行政委員会事務局 選挙課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 選挙事務用都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長会議に係る出張旅費の支出について（２月６日分）
29,240

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用投開票速報通信料の支出について（１２月分）
136,002

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用期日前投票所専用回線通信経費の支出について（12月分）
323,365

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙事務用市内出張交通費の支出について
1,720

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙用投票所地図データ作成業務委託経費の支出について
79,920

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用図書の買入経費の支出について
112,752

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用事務用品の買入経費の支出について
156,384

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用記録媒体の買入経費の支出について
164,727

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 衆議院選挙事務用期日前投票・不在者投票システム用ラベルシールの買入経費の支出について
193,536

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙用期日前投票システム端末設定に係る業務委託料の支出について
2,648,700

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙等用投開票速報サポート業務委託経費の支出について
1,887,300

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院選挙事務用期日前投票システム改修に係る業務委託料の支出について
984,420

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙用投票用紙自動交付機・計数機（ムサシ製）点検調整及び部品交換業務委託（単価契約）経費の支出について
5,273,100

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙等に係る投票管理システム運用及びサポート業務委託経費の支出について
37,549,440

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙事務用期日前投票システムサポートに係る業務委託料の支出について
7,463,880

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 高裁判所裁判官国民審査用投票読取機点検調整業務委託経費の支出について
751,680

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 備品購入費　庁用器具費 衆議院選挙事務用投票用紙交付機買入経費の支出について
2,505,600

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用点字器の作製経費の支出について
206,080

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年02月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用丸型名札の作製経費の支出について
64,989

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（１２月分）
2,703

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
3,090

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
5,020

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 一般管理用　庁内情報利用パソコン液晶破損にかかる修理費用の支出について
94,608

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（１月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　祝辞用封筒購入経費の支出について
14,256

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方自治小六法平成27年版ほか３点の購入経費の支出について
15,380

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　体罰・暴力行為等に係る大阪市教育委員会外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
162,000

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（１月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機用インクおよびマスターの購入にかかる経費の支出について
92,880

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（１月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　委員旅費 平成26年度第２回指定都市教育委員・教育長協議会への出張旅費の支出について
1,140

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度第２回指定都市教育委員・教育長協議会への出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（１月分）
311,957

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　教育小六法平成27年版の購入経費の支出について
2,850

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（平成27年１月分）
171,023

教育委員会事務局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
93,641

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１０月分）
33,468

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１０月分）
25,652

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 校舎補修等整備事業における視覚特別支援学校電気供給施設（高圧引込線）移設工事補償金の支出について
193,745

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 もと市岡商業高校売却に伴う産業廃棄物の収集運搬・処分業務委託料の支出について
421,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
660,961
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
605,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
647,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,254,928

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
284,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
15,935

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 用地管理用もと愛日小学校関連施設設置料（Ｂ棟）にかかる経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（1月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（1月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　格技室設備　ポータブルワイヤレスアンプ　外２点の購入経費の支出について
45,468

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　丸椅子（その２）の購入経費の支出について
96,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　木製教卓　外２点の購入経費の支出について
252,720

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　雑誌架　外１点（その２）の購入経費の支出について
505,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　格技室設備　ポータブルワイヤレスアンプ　外２点の購入経費の支出について
104,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用実験台　外2点（その２）購入経費の支出について
3,536,784

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　木製教卓　外２点の購入経費の支出について
545,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
25,212

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,221,212

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
2,263,072

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（１月分）
74,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,148,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,165,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
1,683,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
230,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
623,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
300,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
39,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
115,668

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 もと大正工場PCB含有機器保管場所整備に係るLEDつりさげ式ライト外１８点購入経費の支出について
99,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業に伴う仮設校舎の建設及び賃貸借経費の支出について（１月分）
3,078,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用調理台　外２点の購入経費の支出について
2,126,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　介護簡易浴槽の購入経費の支出について
131,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（１月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　多目的室視聴覚設備　プロジェクター外8点の購入経費の支出について
203,904
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　多目的室視聴覚設備　プロジェクター外8点の購入経費の支出について
116,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（１２月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用　建築関係用語・手続事典（４０・４１号）の購入経費の支出について
6,556

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　業務用冷蔵庫　外9点の購入経費の支出について
3,456,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
1,165,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
1,148,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
569,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
63,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　マグネチックスターラ外１点の購入（その２）経費の支出について
952,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　デジタルCO２O２チェッカーの購入経費の支出について
2,452,950

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　家庭用プラネタリウム外２点の購入経費の支出について
143,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　月・太陽の通り道説明器の購入経費の支出について
1,536,273

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　 デジタル温度・湿度計（ＰＣ接続キット付き）外１点の購入経費の支出について
2,409,026

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　沐浴人形の購入費の支出について
136,944

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　製氷機の購入経費の支出について
153,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
25,212

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
958,072

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
605,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
275,940

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
647,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
110,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
39,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　事務机　外3点の購入経費の支出について
395,280

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等整備事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１１月分）
122,103
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１月分）
15,935

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　集塵機の購入（その２）経費の支出について
129,276

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２・1月分）
555,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２・1月分）
224,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（２月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（１２・1月分）
86,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 「建築基準法質疑応答集　２８号」　他３点の購入経費の支出について
38,009

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 「産業教育関係執務提要（286－291号）」購入経費の支出について
13,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「学校補助金事務提要1050-1059号」の購入経費の支出について
32,920

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度咲くやこの花中学校入学者選抜用窓付き封筒の購入並びに同経費の支出について
17,280

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 入学者選抜事務点検マニュアル(第５版）の印刷並びに同所経費の支出について
160,380

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について（平成27年２月申立分）
10,070

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について（平成27年２月申立分）
20,000

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 高等学校等奨学金　所在不明の奨学金借受者の現地調査の実施にかかる経費の支出について
27,620

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課６～１０月分市内出張旅費の支出について
273,174

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品（タックメモ外７点）の購入経費の支出について
18,306

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金の支払督促に対する異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について（追加分）
5,035

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金の支払督促に対する異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について
5,035

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金の支払督促に対する異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について（追加分）
3,500

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金の支払督促に対する異議申立による訴訟移行にかかる所要経費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学事課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（１月分）
26,341

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
24,924

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
104,273

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業従事者特別教育にかかる受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
20,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成26年度第４回指導力向上支援・判定会議の開催に係る所要経費の支出について
78,570

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5069）
106,606

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ45ぬ3125）
176,428

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5068）
120,949

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ガバットファイル　外１３点の購入経費の支出について
74,466

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 小型車両系建設機械　３ｔ未満（特別教育）受講料（テキスト代含む）の支払いについて
15,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（１月分）
95,060

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全衛生教育にかかる受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
68,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育にかかる受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
126,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い（安全衛生教育）にかかる受講料（テキスト代含む）の支払いについて
144,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
16,952

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業相談員の報償金の支出について（１月分）
81,280

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　人事委員会事案の判定確定に伴う弁護士報酬金の支出について
1,200,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5254）
123,184

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 校園営繕園芸事務所車両点検整備業務にかかる不良箇所の整備業務の支出について（なにわ400と5255）
61,894

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 事業班運営用　自動車検査登録制度の実施経費の支出について
205,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校園文書等逓送業務委託（平成２７年１月）の支出について
3,557,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 公課費　公課費 事業班運営用　自動車検査登録制度の実施経費の支出について
146,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
26,541
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（１月分）
86,963

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（１月分）
8,892

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
37,152

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（１月分）
1,992

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（１月分）
3,147

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（１月分）
11,014

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（２月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（２月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等（チェーンソー）作業従事者特別教育　受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
15,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食１１月分）
41,390

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１２月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１２月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年８月分)
10,940

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用パンラック外２点（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
61,560

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用下足箱（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用移動台車（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
122,904

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用下足箱（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用パンラック外２点（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
325,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器洗浄機（ドライシステム用）（その２）の買入に関する経費の支出について
1,873,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用ホテルパン外１点買入に関する経費の支出について
255,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
147,528

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用立体式炊飯器買入に関する経費の支出について
756,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫の買入（その５）に関する経費の支出について
622,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２６年11月分)
31,035

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年11月分)
1,599,314

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年11月分)
411,179

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について(平成２６年11月分)
15,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年11月分)
2,685

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年９月分)
31,610

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食関係法規資料集追録購入経費の支出について
10,182

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第４回中間　１月分）
289,366

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第４回中間　１月分）
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食８月分）
46,540

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食９月分）
47,530

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食１０月分）
56,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２６年１０月分）
2,890

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について（平成２６年１０月分）
5,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用プロバケツ外7点買入に関する経費の支出について
46,951

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用深型ソースポット外4点買入に関する経費の支出について
72,684

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用カウンタークロスの買入に関する経費の支出について
35,942

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（１月分）
20,009,848

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年１０月分)
41,370

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度「低学年における歯みがき指導」事業に係る委託料の支出について(１２月分）
551,152

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　港区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 使用料及賃借料　使用料 学校保健推進事業用　大阪市学校保健会常任理事・理事会の開催にかかる会場使用料の支出について
5,350

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　住之江区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１月分食材費）
217,522,901

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１月分）
33,906,344
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１月分）
47,969,528

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年１月分）
100,651,704

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,642,496

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,909,888

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,849,264

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料経費の支出について（１月分）
1,940,208

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,573,376

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
2,264,576

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,634,016

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,576,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,461,216

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,403,616

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,636,432

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
2,091,776

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
2,052,368

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,600,672

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,864,416
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,770,432

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,964,448

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１月分）
17,001,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,227,776

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１月分委託料）
6,237,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（１月分）
1,573,376

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（１月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
13,858,603

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
12,468,171

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）食材費
18,300,845

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）食材費
12,244,075

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
13,220,242

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
10,845,873

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
15,487,116

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
10,708,269

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
11,788,545

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）調理・委託・配膳等経費
9,679,392

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
266,608

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
11,656,506

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
7,246,832

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
10,930,223

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
11,813,100

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）
11,333,104

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（１月分）調理・配送・配膳等経費
16,763,616

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１月分）
949,831

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１月分食材費）
6,093,548

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（１月分）
1,343,788

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年１月分）
2,740,622

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（１月分委託料）
174,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（１月分）
476,275

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（１月分）
445,953

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（１２・１月分）
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託の経費の支出について（１月分）
85,806

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（1月分）
25,056
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（1月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（1月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成26年度　中学校給食用ポスター2種（平成26年5月～平成27年4月分）外11点印刷にかかる経費の支出について（平成26年4月～12月納品分）
2,475,111

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成26年度　検食用給食の配送（バイク便）経費の支出について（1月分）
15,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託の実施経費の支出について（１２・１月分）
24,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（12月分）
291,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（11月分）
6,663,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 就学時健康診断事業用　就学時健康診断にかかる報償金の支出について（10月分）
14,576,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成26年度結核健康診断（Ｘ線撮影　特別支援学校４校）の実施ならびに同経費の支出について
540,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫外1点買入（その４）に関する経費の支出について
1,222,128

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について
29,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外２点の購入経費の支出について（第３回）
40,118

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　手数料 労働安全衛生用　衛生管理者免許申請手数料の支出について
3,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成26年９月分）
6,170

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成26年８月分）
13,040

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用ＯＡ機器収納ラック他１点の購入経費の支出について
41,310

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件における東京地方裁判所への出頭にかかる出張旅費の支出について
29,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用書籍（改訂新版　賃金表の作り方外６点）購入経費の支出について
15,168

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２７年１月使用分）
2,685

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２７年３月分）
10,701

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２７年３月分）
91,671

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 大坂城跡豊臣期石垣公開事業の事業計画、国庫補助額に関する協議にかかる旅費の支払いについて
30,140

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　分担金 埋蔵文化財収蔵倉庫にかかる維持管理経費分担金（１０～１２月分電気代、水道代）の支払いについて
431,807

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 備品購入費　図書購入費 文化財保護担当用図書資料「史跡等整備のてびき」（4冊組）の購入にかかる経費の支払いについて
11,800

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市文化財保護審議会にかかる委員報酬の支出について
283,725

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 平成26年度大阪市文化財保護審議会にかかる審議会委員の旅費の支出について
9,360

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当用資料「仏教芸術」の購入にかかる経費の支払いについて
17,280

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市社会教育委員会議第３回全体会にかかる委員報酬の支出について
144,045

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる１２月分維持管理分担金（管理業務委託費、光熱水費、設備関係使用薬剤費、設備関係費）
721,688

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品‐書籍（「みんなの日本語初級ⅠＣＤ版」外３２点）の購入及び所要経費の支出について
62,625

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度　あべの日本語読み書き教室の実施にかかる報償金の支出について（第３四半期分）
944,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成26年度全国家庭教育支援研究協議会にかかる出張命令及び旅費の支出について
37,460

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成26年度大阪市ＰＴＡ協議会退任理事等感謝状贈呈式にかかる集合写真撮影及び現像にかかる経費の支出について
25,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発普及事業人権講演会（２月１３日実施）に係る使用料の支出について
1,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 生涯学習情報提供システム　ワーキング会議謝礼の支出について（１月２９日分）
14,200

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費（９月分）の支出について
23,550

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費（１０月分）の支出について
39,390

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかるチラシ作成経費の支出について（３/６分）
56,484

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度　よみかき茶屋の実施にかかる報償金の支出について（第３四半期分）
895,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出について（1月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（１月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(1月分)
8,931

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(1月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(1月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入経費の支出について(1月分)
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（２月分）
4,437,194

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（１月分）
67
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（２月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（２月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂音響音圧制御設備補修整備業務の実施にかかる経費の支出について
4,320,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼の支出について（2/10分）
17,580

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる保育謝礼の支出について（2/10分）
5,140

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　会費 全国ボランティアコーディネーター研究集会2015の参加にかかる経費の支出について
13,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,866

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立阿倍野市民学習センター施設管理費等の支出について（３月分）
2,871,212

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
988

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の経費支出について（高殿小学校）
14,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 食に関する指導の充実にかかるＰＰＣ用紙の購入経費の支出について
539,136

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット１２月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー謝礼金の支出について（1月22日）
44,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度大阪市立高等学校芸術祭にかかる展示品等の運搬作業業務委託の経費の支出について
171,072

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第３回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（１月１４日）
40,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上推進事業ＰＴＡ研修会」にかかる開催経費の支出について（１２月６日）
29,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品・第３期）の購入経費の支出について
60,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー謝礼の支出について（1月28日）
26,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（１０～１２月分）の支出について
1,333,965

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業「帰国・来日したこどもの教育」の日本語指導者報酬にかかる経費の支出について（１０～１２月分）
1,949,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研究公開事業にかかる謝礼金の支出について（1月28日）
26,910

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修の実施にかかる経費の支出について（1月21日）
15,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(10月分)の支出について
19,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(８月分)の支出について
12,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(７月分)の支出について
20,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(９月分)の支出について
8,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（紙類・第３期）の購入経費の支出について
211,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用コードレス電話機の購入経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 第28回大阪市高等学校生徒海外派遣報告書の印刷経費の支出について
48,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度小学校における英語活動等国際理解活動指導者養成研修参加にかかる会費の支出について（10月22日～10月24日）
3,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学習上の支援機器等教材活用促進事業にかかる大阪市立特別支援学校向け通信サービスの提供にかかる経費の支出について（１２月分）
51,505

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒の通学に関するモデル実施に係る謝礼金の支出について（1月22日）
4,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒の通学に関するモデル実施に係る謝礼金の支出について（1月19日）
3,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度子どもの緊急通報装置の保守点検及び維持管理にかかる経費支出について
325,458

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２７年度大阪市立なにわ高等特別支援学校職業学科入学者選抜用プラスチックトレー外１１点にかかる経費の支出について
132,219

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(1月分）
3,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(1月分）
21

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託契約の経費支出（1月分）について
16,146

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 平成26年度Ｓイノベーションプロジェクト事業　学校開放に要する備品の購入及び同所要経費の支出について
88,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(11月分)の支出について
13,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
74

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
43

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
21

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
3,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
5,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（１月分）
1,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
43,200
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（１月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（１月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１月３０日）
18,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒の通学に関するモデル実施に係る謝礼金の支出について（2月3日）
3,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒の通学に関するモデル実施に係る謝礼金の支出について（1月27日）
4,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度特別支援学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８月～１２月実施分）報償金の支出について
72,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度高等学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８～１２月実施分）報償金の支出について
1,662,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（１月分）
80,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（１月分）
133,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研究公開事業にかかる謝礼金の支出について（1月29日）
85,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料の支出について（27年1月分）
1,723,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出について（１月分）
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入経費の支出について（１月分）
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校支援人材バンク活用事業　人材バンクシステム機器一式借入経費の支出について（１月分）
2,196

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（１月分）
112,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（1月29日）
21,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（１月分）
87,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（１０～１２月分）口座不能による再支出について
6,088

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度運動部活動指導者技術講習会（柔道の部）にかかる講師謝礼金の経費支出について
46,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科指導（算数）における調査研究用図書（まなぼう！さんすう 低学年用上）外１１点の購入経費の支出について
9,825

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度中学校夜間学級調査研究事業にかかる第６０回全国夜間中学校研究大会資料集の購入経費の支出について
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市学校支援人材バンクシステム保守業務委託経費の支出について
151,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 教科書採択事業にかかる教科用図書選定委員及び調査委員の市内出張交通費における経費支出について
82,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（１月分）にかかる経費支出について
21,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度中学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８月～１２月実施分）報償金の支出について
6,717,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（12月分）
29,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度中学校夜間学級調査研究事業にかかる学級視察の経費支出について（１１月２７日～１１月２８日）
37,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度中学校夜間学級調査研究事業にかかる学級視察の経費支出について（１１月２７日～１１月２８日）
37,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 校務分掌の決定及び職員会議の運営等に関する情報交換後の対応の報告にかかる出張経費の支出について
59,280
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 第９回　小中一貫教育全国サミットｉｎ姫路（１０月３０日分）への参加にかかる出張旅費の支出について
3,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市　スポーツ・健康教育・青少年主管課長会議（平成２６年度第１回）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 個別指導教室設置事業にかかる学校視察への出張旅費の支出について
12,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿各府県・指定都市高等学校生徒指導担当指導主事連絡協議会への出席ににかかる出張旅費の支出について
1,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングへの出席にかかる出張旅費の支出について
29,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 第９回　小中一貫教育全国サミットｉｎ姫路（１０月３１日分）への参加にかかる出張旅費の支出について
3,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 特別支援教育設備等整備事業（筋ジス・重複障がい児童生徒用教材整備）用補高便座の購入経費の支出について
29,635

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１２月分）
448,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（１月分）
592,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（１２月分）
10,394,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（１月分）
2,701

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度教育長表彰に係る会場使用料の経費支出について
66,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（１月分）にかかる経費支出について
1,850,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（１月分）
4,431,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(1月分）
400,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「視覚シンボルで楽々コミュニケーション」外7点の購入経費の支出について
633,754

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について
1,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
826,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
807,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（1月分）
61,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）１コース
897,804

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）住之江特別支援学校分
2,473,092

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
826,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
842,724

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,648,728

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,597,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）生野特別支援学校分
3,121,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）　　　視覚特別支援学校分
4,155,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）　　　（生野特別支援学校分）
981,155

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
1,505,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,560,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
716,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
2,937,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
716,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
4,626,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
780,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
5,728,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（1月分）
771,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（1月分）
3,194,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 特別支援学校整備事業学校長印外５点の購入経費の支出について
85,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（１月分）
108,948

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（１月分）
1,479,410

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（2月18日）
44,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業にかかる保護者対象講演会の経費支出について（１月１９日、２月１６日）
64,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｓイノベーションプロジェクト企画運営会議の開催に係る所要経費の支出について
10,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（１月分）
2,233,220



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（１月分）
1,999,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（2月17日）
44,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（１月分）
4,921,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(１月分)の支出について
13,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
144,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（１月分）
523,620

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 阿倍野中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
9,160

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 今津中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
8,600

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 茨田北中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
34,400

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大淀中学校地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
9,040

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 野田中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
9,520

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度毎日新聞の購読経費の支出について（１０月～１２月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（12月分）の支出について
1,677

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度大阪市史編纂事業の支出について（第４四半期分）
5,977,261

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月・追加分）の支出について
100,688

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金12月分の支出について
345,676

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　東淀川図書館　ホール系統（多目的室）空調機修繕経費の支出について
167,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（12月分）
486,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金１２月分の支出について
26,501

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金１２月分の支出について
122,684

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金１月分の支出について
156,783

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金１月分の支出について
11,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 此花図書館清掃業務委託料分担金の支出について（１０月～１２月分）
13,218

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 此花図書館貯水槽清掃及び水質検査料分担金の支出について
17,625

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（１２月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（１２月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備業務料分担金の支出について（１２月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金12月分の支出について
57,153

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金12月分の支出について
302,281

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金12月分の支出について
334,374

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成26年度一般維持管理用切手の購入経費の支出について
20,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館清掃業務委託料分担金の支出について（１０月～１２月分）
151,632

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館廃棄物処理料分担金の支出について（１０月～１２月分）
29,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館害虫駆除委託料分担金の支出について（１０月～１２月分）
5,616

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　紙巻器買入経費の支出について
39,225

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃業務委託料分担金の支出について（１２月分）
7,849

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金１２月分の支出について
28,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金１２月分の支出について
236,324

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金1月分の支出について
18,852

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（1月分）
846,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備委託料分担金の支出について（１２月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１月分の支出について
141,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金１月分の支出について
11,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１２月分の支出について
131,784

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１２月分の支出について
21,304

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　３階写真室空調機修繕経費の支出について
313,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　電動リフト保守点検業務経費の支出について
91,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金1月分の支出について
81,827
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１月分の支出について
235,093

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金１月分の支出について
10,265

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（１月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機整備業務経費の支出について
273,424

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１２月分の支出について
139,763

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金1月分の支出について
166,458

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金１月分の支出について
49,961

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１２月分の支出について
10,012

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（1月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（1月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（1月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機整備業務経費の支出について
142,473

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
6,554,177

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（1月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機整備業務経費の支出について
107,903

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
930

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
3,135

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（１月分）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１月分）
200,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１月分）
31,727

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
411

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１２月分の支出について
120,777

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１２月分の支出について
10,549

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
113,205

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（１月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について(1月分）
442,949

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（1月分）
1,855,216

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
180,270

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
218,830

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（1月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について（1月分）
132,329

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
59,550

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（１月分）
178,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について（1月分）
382,818

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
66,465

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館電機設備室キュービクル漏電火災警報設備修繕料分担金の支出について
30,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
60,564

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
326,448

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金12月分の支出について
59,829
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（12月分）
82,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館機械警備料分担金の支出について（8月～11月分）
4,132

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　貯水槽清掃及び水質検査業務（その２）経費の支出について
23,593

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館汚水槽ポンプ修繕費分担金の支出について
40,824

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館貯水槽清掃委託料分担金の支出について
17,010

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館受水槽・排水槽清掃保守点検委託料分担金の支出について（4月～9月分）
36,855

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　汚水排水ポンプ整備業務経費の支出について
496,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 大阪市立図書館業務委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（第2回分）
80,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用FAX用インクリボン買入経費の支出について
81,388

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用再生トナーの買入及び同経費の支出について
77,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（１月分）の支出について
29,127

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金1月分の支出について
8,634

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館電気・水道料金1月分の支出について
144,356

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金１月分の支出について
15,858

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫事業用自動車文庫車1号車にかかる12カ月点検及び車両整備経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（1月分）
42,768

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（１月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（1月分）
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について（1月分）
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について（1月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用中央図書館送受信兼用ファクシミリ装置借入経費の支出について（1月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
966

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,972

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金１月分の支出について
156,284

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金２月分の支出について
728

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金12月分の支出について
85,393

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金10月分の支出について
87,079

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金10月分の支出について
6,987

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金12月分の支出について
8,441

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金11月分の支出について
84,835

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金11月分の支出について
7,950

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について（１月分）
205,173

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,860

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書整理用切手の購入にかかる経費の支出について
16,900

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１月）
35,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用「感じてみよう！国際交流」児童向け行事にかかる講師謝礼金の支出について(2月)
9,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用自動車文庫用図書館カードの印刷経費の支出について
162,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１２月地域図書館追加分）
104

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（１月中央図書館）
187,616

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（１月地域図書館）
12,480

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス(1月）の協力者謝礼金の支出について
200,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ＤＶＤプレーヤー（ビデオ一体型）外２点の購入経費の支出について
360,072

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックコートフィルム外６点の購入経費の支出について
470,556



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　10月分
53,595

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用視聴覚サービス事業用映像資料購入経費の支出について（１２月分）
22,005

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「e-レファレンス・ライブラリー」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
69,984

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「NICHIGAI/WEB magazineplus」使用料の支出について(平成26年10-12月分）
61,857

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JDreamⅢ」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
153,576

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「エコロジーエクスプレス」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
51,192

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「医学中央雑誌Web版」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
52,650

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
36,450

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　12月分
28,655

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（12月分）
935,709

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分その２）
396,737

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８～１２月分）
128,575

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外２館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書購入経費の支出について（１１～１２月分）
1,205,177

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８～１２月分）
945,973

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分その２）
2,915,988

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館視聴覚サービス事業用録音資料購入について（12月分）
29,801

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書影データ使用料の支出について（ＢＯＯＫＡＳＰサービス）（１０～１２月分）
48,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
236,595

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
212,428

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
255,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（10月～12月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第6回納品分)
111,626

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
1,027,677

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
327,675

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
237,593

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
377,522

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,464,281

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
2,326,488

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
2,019,059

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
273,737

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（12月分）
281,779

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍コンテンツ（ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙｅＢｏｏｋｓ）購入経費の支出について（平成26年11月刊行分）
370,730

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について　12月分
103,861

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　12月分
23,071

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「The Sankei Archives」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
58,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経BP記事検索サービス」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
162,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「薬事日報　電子版」使用料の支出について(平成26年10-12月分)
11,880
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館情報ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(ＩＴ運用におけるヒューマンエラー対策)
41,990

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１５年１月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１５年１月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１５年１月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　1月分
62,454

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外22館閲覧用紙芝居購入経費の支出について(第1回分)
558,937

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
302,236

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
276,247

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その１）
571,733

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,861,986

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１２月分）
1,702,071

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その１）
4,200,083

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用イメージ情報コンテンツ作成業務委託経費の支出について
702,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 北図書館外１館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
20,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 浪速図書館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
6,830

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 浪速図書館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
8,050

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外１館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
37,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館閲覧用図書購入及び同所要経費の支出について
10,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第7回納品分)
72,702

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　1月分
58,419

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外9館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（1月分）
162,164

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用ステレオヘッドホン買入経費の支出について
254,880

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用ＯＡクリーニングティッシュ外４点買入経費の支出について
193,104

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　12月分
51,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成27年1月分)
18,163

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　1月分
57,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成27年1月分)
2,393

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成27年1月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外６館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書購入経費の支出について（１月分）
224,709

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成27年1月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成27年1月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成27年1月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成27年2月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成27年1月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成27年1月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成27年1月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成27年1月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成27年1月分)
44,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成27年1月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成27年1月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成27年1月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成27年1月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成27年1月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
2,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２６年１２月分)
811,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
509,328

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
73,872
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
11,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（田辺中学校）にかかる報償金の経費支出について
19,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
12,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分）
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校による研究活動支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－２）
32,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校による研究活動支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－１）
32,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分）
23,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 小中連携コーディネーター研修会(２)開催にかかる報償金の支出について
11,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」道徳に関する研修会にかかる報償金の支出について（扇町小学校・1月21日分）
45,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかるＯＡラベル外１０点の買入経費支出について
125,204

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教頭・副校長・幼稚園主任研修会（３）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,728

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成26年12月分）
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 家電リサイクル法に基づく家電リサイクル券（料金郵便局振込方式）購入にかかる経費支出について
23,212

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う研修会実施にかかる経費の支出について
26,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（住之江中学校）にかかる報償金の経費支出について
16,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（池島小学校）にかかる報償金の経費支出について
18,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかる印刷機インクの買入経費支出について
37,584

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業にともなう公開事業研究会開催にかかる講師等謝礼外にかかる経費の支出について
26,020

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う公開授業にかかる経費の支出について
22,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業にともなう校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育センターフォーラム（分科会）にかかる報償金の経費支出について
8,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究成果発表会（センターフォーラム分科会）への参加にかかる経費支出について
33,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(１月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について(平成26年12月～平成27年1月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成27年１月分）
615,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（聖和小学校）にかかる報償金の経費支出について
20,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　音楽部）研修会にかかる報償金の経費支出について
17,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる管内出張旅費の支出について(１２月分）
4,660

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－１）
32,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分）
720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（６）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
28,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（８月分）
15,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分－１）
20,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分－２）
32,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０９）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分－２）
20,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６７）にかかる管外出張旅費の支出について（１２月分）
30,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１０）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０１）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分）
14,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用クリップ付ペンシル外１点の購入にかかる経費支出について
18,252

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 ５年次研修会（３）－　①にかかる手話通訳派遣業務実施経費の支出について
9,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 ５年次研修会「校種間連携研修会」外３件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施にかかる経費支出について
28,400
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 ５年次研修会「校種間連携研修会」外３件の研修にかかる手話通訳派遣業務委託の実施にかかる経費支出について
34,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（平成27年1月分）
226,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
149,274

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
189,679

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる業務委託について（平成27年1月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる業務委託にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,141,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成27年1月分）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
108,563

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる業務委託について（平成27年1月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる業務委託にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
570,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
176,131

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
116,064
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（平成27年1月分）
100,362

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（平成27年1月分）
14,668

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成27年1月分）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（平成27年1月分）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式長期借入その２にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
3,231

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（平成27年1月分）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる業務委託について（平成27年1月分）
6,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（平成27年1月分）
3,226

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修・３区（西成・住吉・住之江）合同人権教育講演会にかかる使用料の経費支出について
18,750

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 がんばる先生支援（３５６）第７７回教育実際指導研究大会参加にかかる参加料の支出について
4,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のパソコンウィルスチェックソフト契約更新にかかる経費支出について
1,348,963

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のパソコンウィルスチェックソフト契約更新にかかる経費支出について
535,205

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のパソコンウィルスチェックソフト契約更新にかかる経費支出について
118,497

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 「情報教育の推進」事業用　授業用ノートＰＣ（平成21年度学校ＩＣＴ環境整備事業により整備）のパソコンウィルスチェックソフト契約更新にかかる経費支出について
55,037

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生支援用タブレットパソコン外１３点買入にかかる経費支出について
517,212

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 がんばる先生支援用タブレットパソコン外１３点買入にかかる経費支出について
751,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
907,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
677,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
842,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
492,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
61,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
64,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「学び続ける教員サポート事業」メンター研修会の開催にかかる報償金の支出について
31,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
137,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成２７年１月分)
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ICT活用事業に伴う校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）(平成２７年１月分)
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
1,291,560
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について(平成２７年１月分)
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成２７年１月分)
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 保健主事研修会の開催にかかる報償金の支出について
16,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育推進教師研修会（３）にかかる報償金の支出について
19,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(１月分)買入にかかる経費の支出について
21,801

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育センターフォーラム（全体会）にかかる報償金の経費支出について
58,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育センターフォーラム（特別支援教育分科会）にかかる報償金の経費支出について
14,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」道徳に関する研修会にかかる報償金の支出について（鶴町小学校・2月4日分）
27,740

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市道徳教育推進委員会の外部委員(大阪市PTA協議会役員)出席にかかる報償金の支出について
21,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教育課程研修会 中学校音楽の開催にかかる報償金の支出について
1,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 養護教諭・養護職員実技研修会の実施にかかる報償金の支出について
15,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 発達障がい専門講座(１４)にかかる報償金の支出について
10,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（平成27年1月分）の支出について
3,496

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月)
394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について　平成26年12
月分 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について　平成26年12
月分 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月)
269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月)
53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について　平成26年12
月分 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
38,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月)
24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について　平成26年12
月分 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（蒲生中学校）にかかる報償金の経費支出について
7,420

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究　公開授業・研究発表会の視察にかかる経費支出について
19,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（高見小学校）にかかる報償金の経費支出について
15,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（福小学校）にかかる報償金の経費支出について
33,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究　公開授業・研究発表会の視察にかかる経費支出について
13,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（高見小学校）にかかる報償金の経費支出について
16,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）の開催及び経費の支出について
6,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１３）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
29,660

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（６）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
52,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校特別支援学級・特別支援学校生徒作品展開催にかかる展示品の運搬業務委託の経費支出について
119,664

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１４）実施にかかる報償金の支出について
381,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２６年度　国立特別支援教育総合研究所セミナー」への参加にかかる経費支出について
37,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（１月分）の支出について
1,371

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（１月分）の支出について
39,601

教育委員会事務局 管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 特別支援学校新任教員研修会（７）（８）（９）における手話通訳派遣業務委託の実施及び経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（デュプロ）外１点の購入及び同経費の支出について
151,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　２月５日払）の支給について
20,865,656

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　２月５日払）の支給について
3,896,654

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　２月５日払）の支給について
1,257,803

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　２月５日払）の支給について
290,643

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（２月５日払い）の支出について
947,163
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジの購入経費の支出について
63,849

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（リソー）外１点の購入経費の支出について
105,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用加湿器外２点の購入経費の支出について
61,992

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の支出について（再支出２）
144,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の支出について（再支出１）
242,505

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ経費の支出について
842

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（１月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（１月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバー装置等借入（再リース）の支出について（平成２７年１月分）
27,918

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の支出について（第１学年）
28,716,452

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ経費の支出について
928

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（１月分）
1,533,798

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１月分）
4,255

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（２月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１月分）
2,960

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１月分）
40,840

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（１月分）
5,030

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１月分）
5,705

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１月分）
10,317

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（１月分）
149,322

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（１月分）
17,408

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（１月分）
71,838

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　２月５日払における口座振替不能）の再支給について
3,960

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童費　２月５日払における口座振替不能）の再支給について
54,149

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（２月５日払における口座振替不能）の再支給について
22,420

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用付箋外９点の購入経費の支出について
33,112

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用付箋外９点の購入経費の支出について
7,128

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用付箋外９点の購入経費の支出について
21,708

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用付箋外９点の購入経費の支出について
1,512

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（１月分）
38,929

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ１月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（１月分）
169,121

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（１月分）
12,532

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
328,289

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
141,963

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
21,073

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）１０～１２月分
11,091

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 備品購入費　庁用器具費 学校徴収金及び学校給食費用連続帳票裁断機（バースター）の買入にかかる支出について
1,058,400

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
27,034,555

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
54,703,739

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）１月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
6,657,495

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
13,521,290

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
2,401,051

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
4,702,932

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
960,955
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教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（１月分）
1,963,291

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１月分）
9,180

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（１月分）
36,720

教育委員会事務局 学務担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（１月分）
460,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１２月分）の支出について
13,745,406

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
1,362,527

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（１２月分）の支出について
32,475

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
1,696,627

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１２月分）の支出について
19,069,749

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
53,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１２月分）の支出について
565,273

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１２月分）の支出について
19,404,782

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
28,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１２月分）の支出について
496,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１２月分）の支出について
34,887,026

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
505,837

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１２月分）の支出について
221,913

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１２月分）の支出について
3,644,294

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１２月分）の支出について
26,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１２月分）の支出について
173,715

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
6,120,371

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（２月支給分）
51,165,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
230,645

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
146,361

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
29,169,589

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
1,005,739

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
1,991

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
13,990,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年２月　給与の支出について
14,515,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年２月　給与の支出について
109,719,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年２月　給与の支出について
1,242,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年２月　給与の支出について
15,034,771

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年２月　給与の支出について
3,221,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年２月　給与の支出について
351,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年２月　給与の支出について
2,569,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年２月　給与の支出について
766,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年２月　給与の支出について
83,398

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
8,901,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２７年２月　アルバイト賃金の支出について
294,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
411,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
14,340,111

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
683,654

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年２月　給与の支出について
314,842,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年２月　給与の支出について
31,430,707

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年２月　給与の支出について
12,434,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年２月　給与の支出について
54,955,122

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年２月　給与の支出について
246,400
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
223,114

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年２月　給与の支出について
4,461,131

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
7,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年２月　給与の支出について
7,512,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年２月　給与の支出について
402,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
39,534

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
2,823,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
22,142,722

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年２月　アルバイト賃金の支出について
4,714,492

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年２月　給与の支出について
65,378,811

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年２月　給与の支出について
41,001,899

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年２月　給与の支出について
3,984,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年２月　給与の支出について
15,386,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年２月　給与の支出について
251,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年２月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
68,965

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年２月　給与の支出について
683,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
1,900,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年２月　給与の支出について
2,746,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年２月　給与の支出について
519,368

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
35,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１月分）
5,520,716

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年２月　アルバイト賃金の支出について
2,186,450

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年２月　給与の支出について
38,835,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年２月　給与の支出について
452,401,391

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年２月　給与の支出について
12,710,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年２月　給与の支出について
58,369,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年２月　給与の支出について
2,923,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
1,218,907

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年２月　給与の支出について
407,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２７年２月　給与の支出について
5,579,459

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２７年２月　給与の支出について
3,819,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
7,860,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年２月　給与の支出について
6,683,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年２月　給与の支出について
6,498,295

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
249,802

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
20,885,686

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年２月　アルバイト賃金の支出について
2,013,678

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年２月　給与の支出について
16,371,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年２月　給与の支出について
19,767,031

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年２月　給与の支出について
963,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年２月　給与の支出について
4,889,942

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
56,632

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年２月　給与の支出について
243,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年２月　給与の支出について
38,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年２月　給与の支出について
959,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年２月　給与の支出について
270,600
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月　報酬の支出について
225,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年２月　アルバイト賃金の支出について
1,374,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（２月支給分再支出）
15,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用プロセスカートリッジ外７点の経費の支出について
30,456

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用プロセスカートリッジ外７点の経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用プロセスカートリッジ外７点の経費の支出について
15,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 システム用プロセスカートリッジ外７点の経費の支出について
73,224

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 教職員情報システム用サーバ機器ＦＣコントローラ修理の実施並びに同経費の支出について
108,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 教職員情報システム用サーバ機器修理の経費の支出について
109,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１月分）
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（１月分）
14,562

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１月分）
17,928

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入経費の支出について（１月分）
4,751,946

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（１月分）
18,090

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務用インターネットサーバ装置等再借入経費の支出について（１月分）
1,856,606

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（第２３回中間払い）（１月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１月分）
20,731

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（１月分）
59,268

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（１月分）
289,356

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（一期調達）（１月分）
127,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（二期調達）（１月分）
22,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務用インターネットサーバ装置等再借入経費の支出について（１月分）
32,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入経費の支出について（１月分）
620,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（１月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入経費の支出について（１月分）
679,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１月分）
485,931
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（１月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（１月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（１月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（１月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（１月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（１月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（１月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（１月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
19,594,637

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（精算）の支出について
285,832

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
229,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（１月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（１月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（１月分）
1,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（１月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（１月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（１月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（精算）の支出について
1,065,281

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
65,701,486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
1,174,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（精算）の支出について
223,991

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
14,028,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
89,387,661

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（精算）の支出について
1,006,777

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（精算）の支出について
91,093

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（２月分）の支出について
6,340,154

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（１月分）
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長戦略予算・ふれあい鑑賞会講師謝礼金の支出について
24,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長戦略予算・ふれあい鑑賞会講師謝礼金の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 園児向け人形劇体験にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 園児向け人形劇体験にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント紙他　購入の支出について
90,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーモール他　購入の支出について
79,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＥＴフィルム製テープ他購入の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクタンク外購入の支出について
7,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園舎外部壁整備工事の支出について
842,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 記録検査用紙　外　購入の支出について
133,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 オリジナルＤＶＤ作成経費の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 がんばる先生支援活動用図書購入の支出について
15,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
70,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクタ　外（仕様書）購入の支出について
107,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画板　外購入の支出について
69,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インデックス　外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チョッキ他２点の購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習（２／３）にかかる物品購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽特漉粘土　購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスストーブ　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用塗料外購入の支出について
97,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットホルダー　外　購入の支出について
180,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育教授用物品「ゲームベスト」の購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
5,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター修理の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他（２／３）の支出について
6,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習にかかる参加児童交通費（２／３）の支出について
14,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校長経営戦略予算での社会見学にかかる児童交通費の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＷＥＢカメラ設定業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費他（２／３）の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 持久走大会にかかる陸上競技場使用料（２／３）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年　卒業遠足（２／３）使用料の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター一体型電子黒板（仕様書）購入の支出について
1,728,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ　外（仕様書）購入の支出について
913,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ　外（仕様書）購入の支出について
4,650,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「図書館用図書　国語辞典」の購入の支出について
36,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しごとば」外の購入の支出について
56,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 　図書館用図書「ほんとのおおきさ」外購入の支出について
332,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
10,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
52,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント外購入の支出について
14,774
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乳化性ワックス購入の支出について
21,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク、他購入の支出について
87,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿潤療法絆創膏外購入の支出について
49,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　外　購入の支出について
19,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　外　購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器水漏れ補修工事の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階防火扉塗装工事外の支出について
93,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段手すり補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミリングカッタ外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他の購入の支出について
133,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学級日誌購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヘッジトリマー修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入場料（２／２）の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ　外（仕様書）購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ　外（仕様書）購入の支出について
426,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 空調設備部品購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
98,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード他購入の支出について
142,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　他購入の支出について
51,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外購入の支出について
292,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 作業用シート他購入の支出について
250,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 研削砥石取替等業務に係る特別教育資料代　受講料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン他の購入の支出について
178,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フキン用石鹸外購入の支出について
396,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 避難口誘導灯　取替修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラックの支出について
111,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ　外（仕様書）購入の支出について
1,004,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削砥石取替等業務に係る特別教育資料代　受講料の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　鍵盤ハーモニカ購入の支出について
149,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外の購入の支出について
116,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大コンパス外購入の支出について
39,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通路インターロッキング補修工事の支出について
143,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎運動場側外壁塗装工事の支出について
1,000,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第一化学準備室及びトイレ節水器等漏水補修の支出について
218,916
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外埋没排水管洗浄清掃工事の支出について
263,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関防火シャッター補修工事の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明器具アングル補修工事　外の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　四つ切　外　購入の支出について
53,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー布テープ　外　購入の支出について
17,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 粘着テープ他の購入の支出について
21,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノ　修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　外装材　他の購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 タブレットパソコン研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 心の授業にかかる講師謝礼の支出について
13,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
19,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアンプ外購入の支出について
76,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統行事文化体験にかかる餅の購入（２／３）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
39,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー他購入の支出について
34,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用水性インキ、他購入の支出について
35,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
247,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機テキスト購入　外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用半紙　外の購入の支出について
85,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用ロール紙他購入の支出について
25,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
98,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック製かい購入の支出について
22,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
154,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
262,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土購入の支出について
25,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期分）印刷の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂１階踊場仕切設置工事の支出について
178,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室二口化学水栓取替工事の支出について
40,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　照明補修工事の支出について
24,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 一輪車置場設置工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い場ガラス入替の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 差動式スポット型感知器修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂扉錠前修繕の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜の修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（エディシスＥＤ型）修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費及び入館料（２／４）の支出について
13,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 昔のくらし体験学習参加児童交通費（２月４日）の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生大阪体験学習参加児童交通費（２／４）の支出について
12,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 災害学習にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／４）の支出について
3,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学交通費（２／４）の支出について
1,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学実施に伴う交通費（２／４）の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ整備業務委託の支出について
45,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ガレキ、残土の処理と廃棄の業務委託の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習にかかる使用料（２／４～６）の支出について
127,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習参加児童交通費及び入館料（２／４）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート　外購入の支出について
306,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置　購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いまむかしえほん」外購入の支出について
371,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「戦争とくらし百科」外購入の支出について
311,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育外受講料の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機テキスト購入　外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外特別教育受講会費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接他特別教育の講習受講料の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他　購入の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月分）の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　学級文庫用図書「砂の女」外　購入の支出について
272,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタックテーブル購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙　購入　の支出について
53,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
120,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
159,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月）購読の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし　外特別教育講習受講料　外の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブル　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階女子便所給水管緊急漏水修理の支出について
190,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
88,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア情報館」外購入の支出について
247,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし　外特別教育講習受講料　外の支出について
18,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸の盤講習料　外の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
46,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットシュー他の購入の支出について
33,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入経費の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
13,015
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃他営繕用品の購入経費の支出について
12,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 溶接技能者評価試験受験料（２／３）の支出について
53,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
103,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
100,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「さんすくみ９」他図書室用書籍購入経費の支出について
56,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「諦める力」他の購入にかかる経費の支出について
319,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　校内研修にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 連結展示板　購入の支出について
322,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スリットドラム購入の支出について
40,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジオカセットレコーダー購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
2,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 とび箱運搬車購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンタ用ラック購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　購入の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルオーディオ　外　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　空調機の修理の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所詰り他補修工事の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機補修の支出について
222,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　建築科　３年ｂ組・照明器具の取替の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高置水槽通気管取替補修工事の支出について
54,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館東側通路アスファルト漏水修理の支出について
427,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルオーディオ　外　購入の支出について
109,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 電話機（子機２台付）購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク　購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階北・西側屋根箱樋水切塗装工事の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 日本食授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科教員観察・実習研修会の講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 日本食授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
33,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 三脚　外購入の支出について
74,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 角２封筒外購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 雑誌小一教育技術（９～３月）外１３点購入の支出について
46,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 外付マルチドライブ他の購入経費の支出について
39,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　購入の支出について
103,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科実験用ｐＨメーターほか購入の支出について
120,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 研修会講師への連絡他用切手購入（２／４）の支出について
820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 外付マルチドライブ他の購入経費の支出について
296,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／１５　伝統文化・茶道）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／１６　盲導犬ふれあい）講師料の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／１５　伝統文化・茶道）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「七輪」体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「七輪」体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「落語」授業　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師謝礼金の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ［ＩＣＴ研修会」講師謝礼金の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２４ｍｍラワン合板購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスホース　購入の支出について
2,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削と石取替え作業特別教育受講料等の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーベニヤ板　外　購入の支出について
126,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名・校章入り名札製造の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
117,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙　外購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒用下敷きマット外購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆（書道指導用）外　購入の支出について
44,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エイサー太鼓外１点　購入の支出について
53,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養護机外購入の支出について
16,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンプロープ購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　外　購入の支出について
238,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンサーバー　購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　チューリップ　外　購入の支出について
9,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングル外購入の支出について
9,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雲竜和紙Ａ４厚口水色他購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンチップ　外購入の支出について
32,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
166,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆富士型直付器具購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳カゴ　外の購入の支出について
16,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　他　購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
11,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　購入の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り器　外の購入の支出について
111,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ型黒板　ほか　購入の支出について
10,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックマット　他購入の支出について
150,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ購入の支出について
15,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読料４～１１月分の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 田辺大根（ふろふき大根）材料　購入（２／４）の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールウール外購入の支出について
90,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　外購入の支出について
79,755
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 総合学習にかかる講師謝礼用記念品購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
99,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝（仕様書）購入の支出について
1,453,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「手紙で気持ちをつたえよう全３巻」他購入の支出について
40,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外　購入の支出について
133,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　購入の支出について
77,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひしゃく　外購入の支出について
23,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ外購入の支出について
36,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習「昔の遊び」　講師謝礼用品費（２／５）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育にかかるお菓子材料代（２／５）の支出について
1,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子作り体験学習にかかる消耗品購入の支出について
31,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる餅他消耗品費（２／５）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
216,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌シート外購入の支出について
21,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要冊子　印刷の支出について
98,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　研究紀要の印刷の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板張替修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎前外部手洗場行給水管漏水補修工事の支出について
72,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外柵塗装工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫の修理の支出について
30,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン（仕様書）修理の支出について
435,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕料の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 締太鼓　修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ハンドル取替修理の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（２／５）の支出について
10,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２月５日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
11,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
17,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費等（２／５）の支出について
28,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
1,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機外家電リサイクル回収手数料及び運搬料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（２／５）の支出について
4,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機外家電リサイクル回収手数料及び運搬料の支出について
5,508
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 プリンター引取り手数料の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術体験学習「ラテンジャズ演奏」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費等（２／５）の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる付添職員入館料（２／５）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足に伴う付添職員入場料（２／５）の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（２／５）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板（仕様書）購入の支出について
1,069,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 養護机外購入の支出について
77,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鉄棒用下敷きマット外購入の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
122,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブロックマット　他購入の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書用図書「たべものの由来紙芝居」外購入の支出について
397,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵で見て分かる古典」の購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「木かげの秘密」ほか　購入の支出について
342,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「おこる」外　購入の支出について
182,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マレフィセント」外購入の支出について
389,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ワンワンワン」　他購入の支出について
371,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削と石取替え作業特別教育受講料等の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
11,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 面接マナー等研修会にかかる講師謝礼金の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
12,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールセット購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
59,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
16,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアキーピングの購入の支出について
26,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育心理検査用紙　購入の支出について
103,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキングシート外購入の支出について
33,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 害虫駆除剤外購入の支出について
33,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸あたりゴム　購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
40,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　外購入の支出について
122,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族体験学習（２月４日）にかかる消耗品購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料用固化剤外購入の支出について
141,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「キクタンキッズ」他購入の支出について
15,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
29,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン外購入の支出について
139,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高速切断機の購入の支出について
24,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　ほか　購入の支出について
93,198
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電球型蛍光ランプ　外　購入の支出について
31,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン型シューズボックス　外　購入の支出について
106,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール　外購入の支出について
168,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メガホン外購入の支出について
34,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター他の購入の支出について
67,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石取扱に係る特別教育テキスト代外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
204,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード　ほか　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
27,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴保管棚　購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 起毛カーテン購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用エプロン外購入の支出について
53,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
90,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室空調機（ＧＨＰ）補修工事の支出について
75,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
221,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 空調機洗浄の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　外（仕様書）購入の支出について
412,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ４２Ｖ型　購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大阪市旗　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フルート購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界文学全集」外　購入の支出について
352,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あなたへ」外　購入の支出について
327,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「すべての神様の十月」外　購入の支出について
316,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 気をつけよう！情報モラル外図書館用図書　購入の支出について
262,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石取扱に係る特別教育テキスト代外の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接外特別教育等の講習受講料の支出について
56,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「産業社会と人間」講演会講師報償金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタートナーほか購入の支出について
43,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用紙外の購入の支出について
28,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科実習用食品用ラップほか購入の支出について
9,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 武道体験教室用面紐ほか購入の支出について
8,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証・生徒証発行台帳外の印刷の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンス用フロアシートほか購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿作成にかかる請負経費の支出について
21,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入学試験実技検査用メッシュベストほか購入の支出について
96,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳購入の支出について
71,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　他の購入の支出について
76,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証台帳の製造の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トロンボーン用楽器ケース購入の支出について
25,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
13,086
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 総合実践教授用データ印の購入経費の支出について
37,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＡＶ設備補修工事（視聴覚及び社会科教室）の支出について
511,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託１０～１２月分の支出について
151,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙小説」他購入の支出について
65,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽粘土他の購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 のり　外　購入の支出について
24,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 校内研修会講師への連絡用切手購入（２／４）の支出について
410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 肢体不自由教育実践研究協議会参加費（２／５）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 角椅子外購入の支出について
97,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 実験用ガスコンロ購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器外　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大鏡の購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 実物投影機購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーター　購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動のこぎり　購入の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコンソフト外購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テンキー　購入の支出について
13,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机上台外の購入の支出について
82,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール用フラッグ外購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 音楽室・音楽準備室カーテン　購入の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
330,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 裏門の補修工事の支出について
222,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １Ｆシャッター修繕工事の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正面玄関及び管理作業員室窓ガラス補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館下水管通管工事の支出について
195,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
428,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館電気室電灯主幹ブレーカー交換補修工事の支出について
186,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 転落防止パイプ設置工事の支出について
145,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ通管工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修理工事の支出について
4,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階トイレ照明スイッチ取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備スピーカー配線補修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池の底補修工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外テニス支柱基礎補修工事の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜点火不良修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ　ハイタンク除去及び小便器改修工事の支出について
652,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
22,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン取替補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ小便器交換補修工事の支出について
49,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクタ（集約物品）購入の支出について
49,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこにかかる講師謝礼金（１／２０）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール外の購入の支出について
68,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 小門蝶番取替工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 掛時計修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
681,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
5,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
12,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 保育参観、講演会にかかる講師謝礼金の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導書「パワーアップ！家庭科」外購入の支出について
26,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アルミ線他購入の支出について
116,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
13,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３・４年そろばん教室にかかる講師料（１／１６）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３・４年そろばん教室にかかる講師料（１／１５）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長半紙外購入の支出について
61,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典　購入の支出について
292,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール名札カバー外購入の支出について
49,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
357,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　他購入の支出について
97,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄芯ゴマ外購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 素焼き粘土外購入の支出について
111,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダーＢ５　外購入の支出について
21,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用カラー合板外購入の支出について
146,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
199,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合板　他購入の支出について
24,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
36,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（２／５）の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布粘着テープ　外　購入の支出について
35,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
47,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外４点　購入の支出について
78,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台ふきん　外購入の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居架他購入の支出について
248,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール他　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツ用石灰　購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め台紙他購入の支出について
210,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙　外購入の支出について
42,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
71,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　他購入の支出について
150,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閲覧椅子　外購入の支出について
381,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
65,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
106,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ｂ４特厚　外購入の支出について
122,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入の支出について
87,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞購読４月～１１月の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペイントうすめ液　外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語教材　購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文原稿用紙外７点　購入の支出について
81,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ外購入の支出について
47,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室回転釜のふた　外の購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム　外購入の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄カラーＬアングル　外　購入の支出について
18,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科用モーター他購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年お茶席体験（２／６）における抹茶外購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン他購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外の購入の支出について
9,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日小学生新聞購入（１／１９発行分）の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板外購入の支出について
37,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルゴール　外　購入の支出について
69,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防火バケツ　外　購入の支出について
92,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙外購入の支出について
22,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャープナー外購入の支出について
50,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムサンダル　外購入の支出について
15,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　外（仕様書）購入の支出について
328,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
86,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスク外購入の支出について
43,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト外　購入の支出について
57,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携他購入の支出について
41,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一般図書「ひとり親家庭」外　購入の支出について
41,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
52,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割り算説明マグネットシート外購入の支出について
189,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　２学期　印刷の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階階段室シャッター修繕工事の支出について
45,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁埋め込み電灯スイッチ取替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室漏水補修工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室入口枠取替工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤラジカセの修理の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２段式リフター修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機点検修理の支出について
151,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用オルガン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
211,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
6,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 漏電による照明器具取り換え修理の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄扉電気錠修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 出入り口扉鍵修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導者用オルガン修理他の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学にかかる参加児童交通費（２／６）の支出について
4,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全自動洗濯機リサイクル他の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生社会見学（２／６）参加児童交通費の支出について
2,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
1,788,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
4,082,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 指導者用オルガン修理他の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習児童交通費・入館料３年（２／６）の支出について
21,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 造形活動に伴う間伐材の運搬費（２／６）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習における参加児童交通費（２／６）の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる児童交通費・観覧料の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ・パソコンリサイクル手数料　外の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 更衣室物品運搬の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ・パソコンリサイクル手数料　外の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 全自動洗濯機リサイクル他の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料（２／６）の支出について
317,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
96,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機の刃砥ぎの支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
147,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定受験料の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定受験料の支出について
331,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜剪定作業の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動の充実にかかる児童交通費・観覧料の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習児童交通費・入館料３年（２／６）の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙芝居架他購入の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル変調器　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フットサルゴール　外　購入の支出について
95,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラックの購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掲示板外購入の支出について
190,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
261,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台（集約物品）購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ　外（仕様書）購入の支出について
725,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架ほかの購入の支出について
397,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 変調器の購入の支出について
359,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「つくもがみ」他購入の支出について
85,243
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア大図鑑」　外　購入の支出について
145,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生講習受講費（アーク溶接）の支出について
61,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー　購入の支出について
6,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　他購入の支出について
80,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 六角はし　外の購入の支出について
50,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館ワックス　外　購入の支出について
22,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習用ロボット教材外の購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育受講料　他の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん外購入の支出について
120,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
64,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ　外購入の支出について
236,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ　外　購入の支出について
42,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コントロールボックス　外　購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙巻機外購入の支出について
88,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質半紙　他購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー外購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布マスク購入の支出について
1,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外　購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
49,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
5,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
23,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
84,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室鉄扉補修工事の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育教官室照明補修工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 野球部の部室扉補修工事の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室鍵交換工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替　他工事の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－１普通教室窓硝子入替工事の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－３廊下側ガラス入替え工事の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ弦修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器修理の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具　修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
37,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料他の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（２／６）の支出について
103,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　収集運搬料外の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
2,215,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年地域探訪にかかる参加生徒交通費（２／６）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
1,197,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫収集運搬料　外　の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫収集運搬料　外　の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整の支出について
22,032
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　収集運搬料外の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
647,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定料の支出について
342,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料他の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 人権講演会　公演業務　委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ステンレス　テニス支柱の購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チューバ　外（仕様書）購入の支出について
3,540,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（仕様書）購入の支出について
135,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ギネスブック２０１５」外購入の支出について
287,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業講習外特別教育受講料の支出について
45,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料　他の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
166,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
489,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 耐寒マラソン（２月６日実施）会場使用料他の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
96,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１２月分）　　　　　　　　　の支出について
221,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部６年卒業遠足　付添職員入場料　２／６の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
39,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ごはんバット外購入の支出について
59,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 果物ナイフ外　購入の支出について
45,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
76,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 多目的収納ボックス外購入の支出について
4,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両開書庫　外購入の支出について
72,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
11,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆けずり　購入の支出について
6,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールネットフェンス補修工事の支出について
559,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床樹脂加工工事の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール外塀補修工事の支出について
701,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用加圧ポンプユニット更新工事他の支出について
907,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋根補修工事の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内変調器補修の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室床面補修工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎屋上ドレン改修及び防水補修工事の支出について
368,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室焼き物器給水バルブ補修の支出について
38,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台（集約物品）購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本読み聞かせ講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本読み聞かせ講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
27,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
34,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
27,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 催涙スプレーの購入の支出について
9,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式画用紙乾燥棚はねあげ　３５段　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット他購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外の購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ティーバッティング用ネット　外購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　集中実践にかかる講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タワシ　他購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数説明教具マグ付三角形と四角形の購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　他購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしなベニヤ板購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ外購入の支出について
159,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーナー外購入の支出について
88,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「シリーズ映像でみる人権の歴史」購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケット購入の支出について
21,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ用紙　購入の支出について
4,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別講習受講料外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用奉書紙外購入の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌教育技術（４～３月分）　他購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトサッカーボール購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
19,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力マグネット外購入の支出について
40,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液　外購入の支出について
46,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マンガン電池外購入の支出について
29,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん　外　購入の支出について
34,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え作業特別教育受講料の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動工具用バッテリー購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末カバー外　購入の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業外　講習受講料及びテキスト代の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 華道体験学習用生花購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか教授用・管理用諸用紙の購入の支出について
52,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育テキスト代及び受講料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液他購入の支出について
113,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車購入の支出について
79,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ルーター外の購入の支出について
73,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンマグ両用掲示板　外購入の支出について
41,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
984,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,135,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
538,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業外講習テキスト代の支出について
2,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
88,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
496,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はにわ粘土　外購入の支出について
43,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画セット他購入の支出について
74,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機ＧＨＰ修理用部品購入の支出について
47,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート外の購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
138,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ゲージ　購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用本（心あたたまる児童文学他）の購入の支出について
386,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
59,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光絵具他購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　他購入の支出について
134,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
629,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手型寒天培地購入の支出について
8,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓奏唄口セット　外　購入の支出について
13,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画筆　外　購入の支出について
161,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ外購入の支出について
33,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭き用スポンジ外購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器他購入の支出について
74,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（２種）　購入の支出について
256,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドタオル　外１９点の購入の支出について
115,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
88,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸器の購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
800,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 観察池修理用モルタル他購入の支出について
34,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ板　外　購入の支出について
72,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
23,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンシクラメン他購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
663,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外　購入の支出について
44,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源延長コード他購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配缶ボール他９点購入の支出について
77,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他５点購入の支出について
98,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷・製本の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
148,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
102,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口扉の窓ガラス入替補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 石灰倉庫窓ガラス補修の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓修理工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ドアガラス入れ替えの支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機部品取替え修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送室ミキサー修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫　修理の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂調光卓修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室穴あき調理台修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用相互式インターホン取替工事の支出について
25,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機点検・調整の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室のボイラー修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ外の修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食業務用水槽排水口修理の支出について
31,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫修理の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　暖ライフ修理の支出について
86,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（オルガン外）修理の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室ガス栓補修の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館入口ドア修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校職員室　ガスヒーポン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力検査器修繕の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／９）の支出について
4,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（２／９）の支出について
9,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習における参加児童交通費（２／９）の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（３年）にかかる参加児童交通費の支出について
10,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（２／９）に伴う参加児童交通費の支出について
6,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／９）の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（２／９）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
87,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 移動式ミニバスケットゴール撤去引取手数料の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
79,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 消火栓水道管漏水調査工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マキ剪定　業務委託契約の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「１００万回生きたねこ」外公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査にかかる業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動付添職員スキーレンタル料（２／９）の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式ミニバスケットゴール　購入の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
182,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末カバー外　購入の支出について
135,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 乾燥機　外購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめての英語」外購入の支出について
160,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きつねの窓」外購入の支出について
356,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
308,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ほんとのおおきさ」外購入の支出について
387,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
150,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「レインボー英語辞典」外購入の支出について
58,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育テキスト代及び受講料の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外講習テキスト代の支出について
14,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石取替及び試運転受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業外　講習受講料及びテキスト代の支出について
17,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え作業特別教育受講料の支出について
13,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別講習受講料外の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員丸のこ操作安全講習会受講料の支出について
8,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策委員会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ外購入の支出について
39,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
941,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「中学生の地理」外購入の支出について
3,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月）購読料の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書（国語１）　外　購入の支出について
14,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やすり　他　購入の支出について
56,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
180,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １年ふれあい総合学習用　紙オカリナ型紙購入の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
72,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １年ふれあい総合学習用ペンシルバルーン外購入の支出について
4,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
327,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 頑張りカードの印刷の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い用スポンジ外購入の支出について
11,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 緊急対応用医薬品　外　購入の支出について
297,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー外購入の支出について
53,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野外用糸入り散水ホース　外購入の支出について
57,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリビーカー　他　購入の支出について
48,384
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
64,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん外購入の支出について
38,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イス収納台外購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤレコーダー外購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッヂビー外購入の支出について
27,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレフォンスタンド　外購入の支出について
38,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
253,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
41,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
55,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド式フラットライト用ランプ　外購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「喜びの音楽を奏でて！」外　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーモニーディレクターケース購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入にかかる支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーグラス　外　購入の支出について
70,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク　外　購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀購入の支出について
3,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音声ビデオカメラ　他　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシューズ外購入の支出について
62,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　　外　購入　の支出について
78,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
67,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水他購入の支出について
49,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
66,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット　外　購入の支出について
40,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月）購入の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
477,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ノートパソコン他　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
362,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,411,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽用ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
19,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 職業体験学習にかかる講師記念品お茶購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
31,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
195,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 懐中電灯外購入の支出について
36,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネットの張替用ネット　外の購入の支出について
82,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
63,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館のガス栓取替工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー取替補修工事の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階美術室建具出入口補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階音楽室建具出入口補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 鉄製扉補修工事の支出について
75,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 通用口電子錠修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン準備室エアコンモニター修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外楽器修理の支出について
89,820
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ修理の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体重計修理の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 敷地内樹木伐採及び処分の業務委託の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スタンド式フラットライト用ランプ　外購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 イス収納台外購入の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 椅子購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 音声ビデオカメラ　他　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
247,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外購入の支出について
298,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハーモニーディレクターケース購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上製本機購入の支出について
86,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館用ノートパソコン他　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめてのクッキング」外購入の支出について
155,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
260,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「美しい人体図鑑」　外　購入の支出について
342,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
307,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＤＵＦＹ　外」購入の支出について
276,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
398,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１月分）の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講演会講演料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パネル他の購入の支出について
46,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
593,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用カバーグラス外購入の支出について
187,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
281,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
63,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他１３点買入の支出について
52,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用「過酸化水素水」外薬品購入の支出について
41,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コーヒーカップセット購入の支出について
10,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 空調設備修理部品「サーミスタ」外購入の支出について
7,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム他購入の支出について
100,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだこて台の購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーの購入経費の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器の購入の支出について
62,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
30,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
118,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボンパイプ購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 灯油購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 Ｈ２７年度「聴講生募集要項」の印刷製本の支出について
31,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階多目的室エアコン点検・修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁面設置手洗器撤去作業請負経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポット溶接機修理代の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 青銅鋳込みの業務委託の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会にかかる入館料（２／６）の支出について
192,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上ボール盤他購入の支出について
156,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「キャロリング」外購入の支出について
112,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 耳付きボビン外購入の支出について
91,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
177,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスキーボード　外購入の支出について
40,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
11,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
94,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 集塵機用フィルター購入の支出について
179,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
98,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字検定用問題集外購入の支出について
26,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生種子ほか購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドホン　他　購入の支出について
124,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ギターアンプ　購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ購入の支出について
2,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保健体育科教授用バランスボール他購入経費の支出について
22,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スピーカー用スタンド他購入の支出について
32,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
64,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転いすほか購入の支出について
39,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 傘立て（２４本立て）購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ちりとり　購入の支出について
23,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アイロン　他　購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー　外購入の支出について
39,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 百人一首カルタ他購入の支出について
191,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
59,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン　外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクマット購入の支出について
213,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　他購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルラジオカセットデッキ　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボード　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール外購入の支出について
64,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軽量ドッジボール　購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマー補修工事の支出について
332,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外排水詰り通管工事の支出について
256,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外部上り口補修工事の支出について
220,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室コンセント補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子便所壁タイル補修工事の支出について
269,892
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外塀・東面笠木補修工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ洋式化　外工事の支出について
538,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室　床樹脂加工工事の支出について
292,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第一理科室破損ガラス入替工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階　男子便所　身障者ブース他　修繕工事の支出について
621,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎外部給水管漏水修理工事の支出について
39,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室の照明器具の補修工事の支出について
193,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館付近　漏水給水弁　取替工事の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビアンテナ設備点検の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室蛍光灯安定器取替工事の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階廊下窓ガラス入替工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館普通教室ガラス入れ替え工事の支出について
557,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床及び配膳棚網戸補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベータ操作盤運転キースイッチ他取替工事の支出について
138,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館１階廊下塗装工事の支出について
496,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室扉　鍵　補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場グレーチング設置工事の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館４階６－２後扉ガラス１枚修理の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話機取替及びデーター設定工事の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室用空調室外機修繕の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室給湯ボイラー取替に伴うガス工事の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育倉庫照明器具設置工事の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤトレーナーの購入にかかる支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パソコン収納用書庫の購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アドボード購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他の購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
46,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 タンブリン他の購入の支出について
48,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙　他６点の購入の支出について
59,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型絵本「おおきなかぶ」の購入の支出について
8,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,647,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス取替え工事の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ピアノ点検・修理の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ノートパソコンの画面修理の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
38,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 はね上げ式作品乾燥棚　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 人権教育講義及び研究協議会にかかる講師謝礼金の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボール用空気針　購入の支出について
492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用書籍「木いちごつみ」外購入の支出について
320,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 書籍「コピー年鑑２０１４」購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔あそび」活動にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 本の読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業にかかる教育活動支援員謝礼金１／１７の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 職業体験学習（自転車リサイクル）講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 職業体験学習（自転車リサイクル）講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
46,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 職業体験学習（自転車リサイクル）講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 栽培活動支援における講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育　講師謝礼金の支出について
5,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業用講師謝礼金の支出について
23,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 わら細工体験活動にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「むかし遊び」における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタープリンター用感熱紙　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料購入（２／１０）の支出について
8,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌教育技術　１～６年　４～３月号購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
95,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかるもち外購入（２／１０）の支出について
9,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用「台紙」の購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名用ゴム印　外購入の支出について
80,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
42,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　他購入の支出について
36,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール製ブックトラック購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ用スタータ外購入の支出について
114,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーベニヤ版画板　外　購入の支出について
42,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
12,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厚紙　外購入の支出について
30,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロール紙　購入の　支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入の支出について
118,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布他購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　他　の購入の支出について
72,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター感光体ユニット　購入の支出について
108,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊教育技術４月～３月分　１～６各学年分購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外１０点購入の支出について
47,438
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽焼粘土　外の購入の支出について
85,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具筆　外購入の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土の購入の支出について
2,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　ほか購入の支出について
52,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外３件購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
102,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い薬液他購入の支出について
39,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
15,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動血圧計　他購入の支出について
78,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タライ　外購入の支出について
34,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
44,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
228,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
30,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔のくらし体験学習にかかる材料代（２／１０）の支出について
7,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（全判）外の購入の支出について
254,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
34,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液　購入の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計　外購入の支出について
57,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用チェア　外（仕様書）購入の支出について
1,049,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
80,024,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内自主放送システム補修工事の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６－２教室ガラス入れ替え工事の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室改修工事の支出について
673,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具修理の支出について
23,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎１Ｆトイレ補修の支出について
127,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台蛍光灯補修工事の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎外１階階段の庇および教室の漏水補修の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎非常階段出入り口扉の鍵補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明断線補修工事の支出について
77,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランポリン　修理の支出について
42,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜２台バーナー修理・調整の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ホッチキス修理の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫修理の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年卒業遠足にかかる参加児童交通費　２／１０の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学に係る参加児童交通費（２／１０）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費の支出について
11,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費・観覧料（２／１０）の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費、観覧料（２／１０）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／１０）の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る参加児童交通費外（２／１０）の支出について
9,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習に係る参加児童交通費（２月１０日）の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ運搬の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 赤ちゃん先生プロジェクト業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる入場料２／１０の支出について
350,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費・観覧料（２／１０）の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習に係る参加児童交通費外（２／１０）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入場料（２／１０）の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費、観覧料（２／１０）の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 バス借上げの支出について
74,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットキャビネット購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー　購入の支出について
90,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式ステップ購入の支出について
87,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　よどがわ　外購入の支出について
141,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おだんごぱん」他　購入の支出について
83,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　アタマげんきどこどこ　他購入の支出について
312,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４歳の世渡り術　５」外の購入の支出について
19,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「椋鳩十　名作選　既４巻」外　購入の支出について
87,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱業務に係る特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤取扱業務に係る特別講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解聞き取り学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外購入の支出について
85,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナーカートリッジ　外　購入の支出について
83,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外　購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスラケット　外　購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓部品の購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
326,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用抵抗セット外購入の支出について
33,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　ほか　購入の支出について
55,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
521,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外の購入の支出について
168,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトレーＢ４外の購入の支出について
39,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土の購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール、他購入の支出について
84,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 荷造り紐外購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジンチョウゲ苗木購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
632,188
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引き印刷の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
33,415,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修・新設工事の支出について
168,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレスイッチ補修工事の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室ガス栓補修の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 書庫用鍵本体　修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理一式の支出について
162,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓取替修理の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理一式の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫引取に伴う家電リサイクル料外の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫引取に伴う家電リサイクル料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
68,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
290,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイントの購入の支出について
399,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育　受講料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育テキスト代外の支出について
8,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラッカーシンナー他の購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバーリング他購入の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用釉薬の購入の支出について
10,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 穿孔機外購入の支出について
78,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 豚の眼球外の購入の支出について
21,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン外購入の支出について
45,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実習用複写機トナー購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
52,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スターターピストル外購入の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ丸型洗浄瓶外購入の支出について
13,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,815,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館棟１階出入口扉ガラス破損補修の支出について
33,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科職員室排水管通管補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 聴覚検査用参考書　外　購入の支出について
43,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　他　購入の支出について
55,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 木灰系透過釉他購入の支出について
80,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 床用　ワックス　購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フードパン　外購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
135,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,495,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機の購入の支出について
282,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 データー印外購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器の購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
199,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレス台　外購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線修理の支出について
39,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎停電復旧工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階ギャラリー破損窓ガラス入替の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールポンプ室屋根防水補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール補修工事の支出について
982,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内各所ガラス補修工事の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室及び職員室の建具補修工事の支出について
620,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室錠前改修工事の支出について
277,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスわれ替え補修工事の支出について
10,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用揚水ポンプ逆止弁不良修理　他の支出について
172,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂棟ガス漏れ補修工事の支出について
26,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボイラー室循環ポンプ漏水取替修理の支出について
102,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アンサンブル室空調機修理の支出について
44,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飼育小屋フェンス補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階廊下補修工事の支出について
393,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 側溝補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗下配管取替及び小便器漏水補修の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型物置購入の支出について
96,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーケント全紙ほかの購入の支出について
34,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ザイロホーンほか２点の購入の支出について
46,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
8,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外購入の支出について
34,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープ他　購入の支出について
29,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フックスタンドの購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コンクリートドリル等の購入の支出について
32,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂場スコップの購入の支出について
8,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 誘導灯改修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添職員入館料（２／１２）の支出について
700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入館料（２／１２）の支出について
700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校社会科研究協議会研究大会資料購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　畳の購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外購入の支出について
326,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表資料印刷の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援作成教材送付にともなう郵送料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 学習公開・初等教育研修会会費（２／１２、１３）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
8,550
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
35,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ　外　特別教育受講料及びテキスト代の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼き体験にかかる餅外購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石の取替等受講料テキスト代の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔体験にかかる材料費（２／１０）の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布リボン　外　購入の支出について
62,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
12,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土外８点　購入の支出について
84,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プク外購入の支出について
80,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
115,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外の購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末他購入の支出について
394,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチ外　購入の支出について
396,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀外購入の支出について
52,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤の購入の支出について
32,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス他購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
71,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード　外　購入の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ吹き口外購入の支出について
51,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫　「みみをすます」外の購入の支出について
331,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木　他　購入の支出について
87,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙棚外購入の支出について
84,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
98,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機外購入の支出について
50,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
105,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二口ガスコンロ購入の支出について
163,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 短柄ほうき　外購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛・消炎湿布剤他購入の支出について
80,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 便利畳購入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト外購入の支出について
214,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールモップ　外購入の支出について
69,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
130,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規外購入の支出について
87,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科学習プリント　購入の支出について
196,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読み聞かせ台外購入の支出について
285,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘たて外購入の支出について
50,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切外購入の支出について
157,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気コンロ　外購入の支出について
45,001
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居なかまよふえろ１組外購入の支出について
5,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「はたらく犬」外購入の支出について
322,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舞踊用チマチョゴリ　購入の支出について
210,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル購入の支出について
10,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
126,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
68,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　他購入の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　購入の支出について
7,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙外購入の支出について
74,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙ロール、他購入の支出について
7,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体酸素　外　購入の支出について
31,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　外の購入の支出について
11,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ購入の支出について
10,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外　購入の支出について
83,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタードラムカートリッジ２本購入の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンスポンジ　外購入の支出について
61,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首他購入の支出について
93,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
192,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ちりとり　外　購入の支出について
98,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用花の土　購入の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導参考用図書「小学校理科の指導」外購入の支出について
107,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙・外　購入の支出について
131,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート外　購入の支出について
58,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる教材購入費（２／１０）の支出について
3,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼料外購入の支出について
41,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明アクリル板　購入の支出について
29,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削砥石機購入の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初用紙　外　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育（自由研削砥石）受講料及びテキスト購入の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 引戸用非常解錠表示器　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ３点セット（民族衣装）外購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 閉校記念誌印刷の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 バスケットボール昇降機操作盤修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階トイレ窓枠補修の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替補修の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５－２教室ガラス入れ替え工事の支出について
4,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修　工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階６年教室窓ガラス破損取替修理の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グリーンアーチ、学習園整地工事の支出について
398,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所節水器制御盤動作不良修理の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台幕　修理の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜　修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北校舎１階倉庫照明器具補修の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大判プリンタ修理の支出について
128,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜・固定釜修理調整の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室電動缶切機　修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１２）の支出について
10,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる児童用交通費（２／１２）の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／１２）の支出について
4,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機リサイクル手数料、運搬費の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 官製はがき、切手購入にかかる経費（２／１０）の支出について
9,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（２／１２）の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機リサイクル手数料、運搬費の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（グランド型）の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グラウンド内側溝外清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ＦＯＸＥＳきつね」公演業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館高所清掃業務委託の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
60,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童ハルカス入場料の支出について
39,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバー購入の支出について
56,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 低書架他購入の支出について
365,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 傘たて外購入の支出について
174,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ジャンピングボード　外　購入の支出について
218,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム購入の支出について
203,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電卓　外　購入の支出について
69,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ハリーポッター文庫」外　購入の支出について
393,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 紙芝居なかまよふえろ１組外購入の支出について
167,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 児童図書室用図書「おだんごぱん」他購入の支出について
263,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よこしまくん　全３巻」外　購入の支出について
349,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
243,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「怪談えほん」外購入の支出について
97,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おかえし」外購入の支出について
179,858
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ　外　特別教育受講料及びテキスト代の支出について
16,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（自由研削砥石）受講料及びテキスト購入の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石の取替等受講料テキスト代の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ他購入の支出について
19,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットファイル　購入の支出について
44,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤーループプライヤーほか購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棒刷毛　外　購入の支出について
47,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石特別教育　外　受講料の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナー、他購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラック他購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッケル水素電池外購入の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マガジンラック購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上用まんじゅう購入（２／１２、２／１３）の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル外購入の支出について
95,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀仕組外購入の支出について
54,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン用フィルター　購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸外　購入の支出について
96,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 浄水器カートリッジ　外購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光ランプ　外　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナーカートリッジ購入の支出について
95,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
45,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
3,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １年「体育」副読本の購入の支出について
114,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通学用セーター購入の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外　購入の支出について
39,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
26,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
43,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図形（の）移動説明器外の購入の支出について
79,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
254,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
66,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
49,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 情報コンセント設置工事一式の支出について
995,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 水冷パッケージエアコン圧力計取替作業の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室ガラス入替の支出について
2,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室内装工事の支出について
768,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室ガス栓取替工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 カーブミラー設置工事の支出について
134,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス　修理の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 会議室のガス小型湯沸器修理の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フレンチホルン修理の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
249,912
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
101,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 スネアドラム外楽器運搬代の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
108,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校庭排水管通管洗浄及び会所泥上げ清掃の業務委託の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スーザフォンの購入の支出について
358,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用給湯器　購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
220,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スワン」、他購入の支出について
282,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「名字のひみつ」他　の購入の支出について
346,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　理科実験大百科第１集他購入の支出について
388,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「数学のおさらい」　他購入の支出について
169,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「乙女の初恋」外購入の支出について
266,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　アーク溶接　受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育　外　受講料の支出について
31,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「聴覚障がいに理解を深める特別授業」講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光実習」講座実施に伴う講師報償金の支出について
4,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「夢をかなえるゾウ３」　他の購入の支出について
33,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトハードル外　購入の支出について
164,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーナーズテープ他購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンダード関数電卓購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コントローラー用電池購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グリップテープの購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタートナー他の購入の支出について
108,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校内管理用蛍光灯他購入の支出について
76,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火水槽満水異常点検・修理の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修繕の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夢をかなえるゾウ３」　他の購入の支出について
245,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリボタン電池　外購入の支出について
5,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他の購入の支出について
168,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ他の購入の支出について
124,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽科授業用楽譜　外　購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替　工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 プラネタリウム保守点検業務委託の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「パンダ銭湯」他購入の支出について
161,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スピーカー（２台）購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアモップ購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
30,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 用箋挟　購入の支出について
1,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 音楽科授業用　ＣＤ・ＤＶＤ　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール定規外購入の支出について
32,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ペール缶　外購入の支出について
59,130
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 角椅子購入の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外購入の支出について
12,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球ラケット　外の購入の支出について
35,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　　外　　購入の支出について
61,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスわれ替え補修工事の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修繕工事の支出について
68,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子便所３・４階衛生陶器コーキング補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 動力分電盤改修工事の支出について
146,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室漏水補修工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室水栓補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎北側万年塀改修工事の支出について
574,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中央校舎３階男子便所　水漏れ補修の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外部側溝補修の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北・南館高置水槽不良個所補修工事の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎中央階段踊り場補修工事の支出について
196,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館連動昇降スイッチ取替他工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室エアコン修理　工事の支出について
4,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館電球器具、配線補修工事の支出について
147,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 リハビリルームトイレ及び排水管詰り補修の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内インターホン設置工事の支出について
144,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 配膳室周辺改修工事の支出について
968,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　自動製氷器の購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤデッキ　　外　　購入の支出について
199,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 多様な体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スネアキッド購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　世界の名作絵本（４～３月）購読料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
17,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス・モップ　購入の支出について
26,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外８件購入の支出について
41,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添教職員入館料（２／１３）の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小型メディアストリーミング端末他購入の支出について
22,788
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パネルシアター他購入の支出について
100,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 パネルシアター他購入の支出について
241,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業にかかる指導講師謝礼金の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼の支出について
3,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ペンドライバドリル　外購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
47,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗（舞台用）購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー　購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
41,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取り替え講習資料代　外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸のこ用替刃外購入の支出について
25,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 組プレート外購入の支出について
27,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックかご購入の支出について
56,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年「昔のくらし」体験の材料のもち購入２／１３の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札　外　購入の支出について
114,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
82,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入　の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふれあい昔遊び講師への記念品（花鉢）購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツルナシインゲンの種　他購入の支出について
3,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ（ジョイントタイプ）購入の支出について
78,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
67,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画インキ他購入の支出について
19,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首かるた購入の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機リモコン他　購入の支出について
61,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年生地域体験学習用　丸餅外　購入（２／１３）の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳箱外の購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ　他購入の支出について
54,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「のら犬」外購入の支出について
347,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
87,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具他　購入の支出について
199,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布たわし、他給食調理用品購入の支出について
19,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外購入の支出について
12,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校国語　学習指導書　他購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる地域の方々への記念品購入の支出について
7,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
24,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生の手引（平成２７年度入学用）の購入の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文用紙　外購入の支出について
315,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトサッカーボール外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動パンチ用錐ほか購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌パッド外の購入の支出について
24,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアワックス（樹脂ワックス）の購入　の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
137,592
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 閉校記念誌　印刷の支出について
397,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷業務の支出について
193,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス取替工事の支出について
9,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具漏電修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シャッター鍵修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室扉鍵取替業務の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食缶消毒保管庫修理の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具交換修繕の支出について
15,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜の修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 太鼓運搬料の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
20,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費（２／１３）の支出について
1,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪探検にかかる児童交通費（２／１３）の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
3,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 わたの体験学習道具運搬料（２／１２・２／１３）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
72,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廊下・階段床面洗浄ワックス掛け業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 冬の美山自然体験２／１３に伴う参加児童使用料の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　外（仕様書）購入の支出について
1,057,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　外購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 閲覧テーブル購入の支出について
215,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 一輪車ラック購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オーバーヘッドカメラ購入の支出について
189,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳箱外の購入の支出について
196,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ用錐ほか購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しずくちゃん」外購入の支出について
152,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室児童図書「おばけのクリリン」他購入の支出について
258,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まよなかのたんじょうかい」外購入の支出について
17,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書の購入の支出について
52,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取り替え講習資料代　外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 内田クレペリン精神作業検査にかかる講話講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ外購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画鋲抜き外購入の支出について
104,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　他　購入の支出について
25,056



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙（Ａ４）　外　購入の支出について
19,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松葉杖　購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月）購入の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
46,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　購入の支出について
73,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラージョイントマット外購入の支出について
50,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生野伝統文化教室にかかる生活・調理体験食材購入の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用用紙外購入の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイルの購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外３点の購入の支出について
113,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
159,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　１年ふれあい総合学習用　プラリング外購入の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用揚水ポンプキャッチ弁取替え工事の支出について
53,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ敷設工事の支出について
77,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室給水管設備補修の支出について
199,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
159,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書準備室外照明器具取替工事の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーホニウム　修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 据置金庫修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加生徒交通費（２／１３）の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年生職場訪問学習にかかる生徒交通費の支出について
68,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック購入（２月１２日）の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶ディスプレイ外（仕様書）購入の支出について
2,509,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判インクジェットプリンタ（仕様書）購入の支出について
463,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「エルサの氷のおはなし」外購入の支出について
364,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チームバチスタの栄光」外　購入の支出について
297,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 浸透圧実験用チューブ外購入の支出について
32,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外の購入の支出について
98,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受験票印刷の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール紙他の購入の支出について
35,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機用部品他購入の支出について
42,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科教材用ＤＶＤの購入の支出について
14,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 中量キャビネット他購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書　現代用語の基礎知識２０１５年版　外の購入の支出について
36,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石油ストーブ購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク　外（仕様書）購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木工ヤスリ　他の購入の支出について
31,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿セラミックファンヒーター　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 斜眼紙他購入の支出について
38,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他の購入の支出について
12,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画用液外の購入の支出について
78,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＲ亜硝酸試薬ほか９点買入の支出について
48,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 糸切り鋏他購入の支出について
94,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＬＬ教室マスターＰＣ修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張替（教室棟４Ｆ１年全教室）の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫引取に係る収集運搬料外の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫引取に係る収集運搬料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンター用インク　外（仕様書）購入の支出について
234,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 石油ストーブ購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットパソコン（仕様書）購入の支出について
666,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫の購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モバイルプロジェクター（仕様書）購入の支出について
450,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 中量キャビネット他購入の支出について
221,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「時の罠」外購入の支出について
242,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 中学部　進路説明会講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 受信機バッテリー購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　購入の支出について
12,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 温水シャワー便座外購入の支出について
227,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　購入　の支出について
4,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門　門扉修理工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 社会科ＤＶＤ教材の購入の支出について
22,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 得点板外購入の支出について
136,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター外購入の支出について
82,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 足拭きマットの購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ファクシミリの購入の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　購入の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
22,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
63,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書室用ＤＶＤ　外の購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階女子トイレ便器の流れ補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室排水管補修の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 緞帳補修工事の支出について
317,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３－２教室照明補修工事の支出について
27,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ機器増設工事の支出について
129,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階男子便所節水器給水管漏水修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,396
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関前階段手摺取替工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アクアプール地下湧水槽ポンプ不良補修工事の支出について
246,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階第２会議室空調機用室外機修理工事の支出について
82,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎３階教室３１２廊下側ガラス入替補修の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 部室鉄扉の補修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 絶縁不良補修工事の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置フィルター補修工事請負の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外の購入の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス取替え工事の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ等の調律の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる費用の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 電動アシスト自転車購入の支出について
149,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数科における協働的な学びの研修講師謝礼の支出について
27,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「授業困難なクラス支援」研修講師謝礼の支出について
25,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教材作成研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科における協働的な学びの研修講師謝礼の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットカバー他購入費用（２／１３）の支出について
23,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 不織布ほかの購入の支出について
29,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
256,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 社会体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬・手話指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼の支出について
16,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼の支出について
17,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おななし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼の支出について
16,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 イングリッシュディ講師謝礼金の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 　　　イングリッシュディ講師謝礼金の支出について
14,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 イングリッシュディ講師謝礼金の支出について
13,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５・６年　異文化体験学習における講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室にかかる講師謝礼金（１／２２）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生の国際理解教育のための講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳授業研究・協議会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化学習に伴う講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生　在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習に係る講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修会にかかる講師謝礼金の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習昔話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 点字体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年・４年そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生の国際理解教育のための講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化学習に伴う講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導実施にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 医療用不織布外購入の支出について
16,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道教室（２／１６）に係るお饅頭他購入の支出について
27,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
21,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外　購入の支出について
84,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「きみのからだおもしろ新聞」（４～１１月）購入の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学園用カーペット　外購入の支出について
116,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
212,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸液外購入の支出について
20,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン用フィルター購入の支出について
15,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
36,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯せっけん　外　購入の支出について
34,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸の購入の支出について
175,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
285,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３００ｍｌビーカーほか購入の支出について
10,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール外購入の支出について
63,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「１年生の文しょうの読解」外購入の支出について
22,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年地域体験学習　茶道用干菓子購入（２／１３）の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育技術（４月～３月分）の購入の支出について
61,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス空調機用修理部品コンプレッサ　外購入の支出について
148,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
39,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用太鼓　購入の支出について
32,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引き」平成２７年度版　購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育テキスト購入及び受講料の支出について
2,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト購入　外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マットの購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタートナー外購入の支出について
65,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードゲーム教材「漢字博士」他　購入の支出について
33,847
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛かき外購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片手鍋他購入の支出について
31,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画版他購入の支出について
37,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボールの購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「かお　かお　どんなかお」外購入の支出について
32,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋他実習用材料の購入の支出について
126,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外５点購入の支出について
54,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚外購入の支出について
58,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪他９点購入の支出について
77,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外購入の支出について
10,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビッグブックス「Ｍｙ　Ｐｅｔ」外　購入の支出について
5,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桧購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビハンガー　外購入の支出について
301,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白タオル外購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外　購入の支出について
4,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル孔版印刷機マスター外購入の支出について
210,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジーの苗　外　購入の支出について
19,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
90,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
123,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル外購入の支出について
59,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスモップ外　購入の支出について
26,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち米（無洗米）　外　購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし業務に係る特別教育受講料外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
76,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東棟３階廊下照明器具補修工事外の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ入替　補修の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室　窓ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫扉修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
35,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修繕の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
11,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫出張修理代の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒ソケット補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物器　修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウインドチャイム外修繕の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収料外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル　収集運搬料、回収料金の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１３）の支出について
9,632
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
50,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル　収集運搬料、回収料金の支出について
11,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館照明ランプ取換委託の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
145,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「きずだらけのリンゴ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足（キッザニア甲子園２／２０）児童入場料の支出について
116,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター　購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボードスタンド他購入の支出について
395,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版印刷機購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置　購入の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こくごの図鑑」購入の支出について
207,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
51,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア大図鑑」外購入の支出について
64,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「プレゼントの木」外購入の支出について
383,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー安全講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし業務に係る特別教育受講料外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育テキスト購入及び受講料の支出について
8,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト購入　外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器実技指導用謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オシロスコープ購入の支出について
25,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノコード外購入の支出について
85,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きみのからだのおもしろ新聞（４～１１月分）購入の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーラー外購入の支出について
53,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用ベース　外の購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット外購入の支出について
126,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
33,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺他購入の支出について
57,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン　購入の支出について
12,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター弦セット　外　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液ほか購入の支出について
19,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け用金具　外　購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　購入の支出について
5,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
57,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ヘルメット　外　購入の支出について
266,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールバッグ　外購入の支出について
69,660
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 性教育用ＤＶＤ教材　他　購入の支出について
64,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外　購入の支出について
28,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
35,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック式日本地方別地図外購入の支出について
190,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス・朴材　購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光学台用ランプボックス　外　購入の支出について
89,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別教育刈払い機取扱業務資料代及び受講料の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗外　購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖実習用教材（豚の目玉）購入の支出について
29,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天ぷら鍋　外購入の支出について
26,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯せっけん　他　購入の支出について
28,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首　外　購入の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントカーペットの購入の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
15,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
36,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学案内の印刷の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＬＬ教室外ガラス入れ替え工事の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 流し排水管補修の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉自動閉鎖装置取替え工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具取り替え工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
33,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ　修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コレーター修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料送付に伴う郵便切手購入（２月１６日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（２／１３）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う簡易書留郵送料（２／１６）の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業案内等送付に伴う郵便切手の購入（２／１３）の支出について
4,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　委託業務の支出について
54,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 不要薬品の廃棄処分にかかる業務委託の支出について
49,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯牙保存液　外　購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上ボール盤購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コントラバス　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛け用金具　外　購入の支出について
145,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤ／ＣＤレコーダーの購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「北斎漫画」外　購入の支出について
320,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本の歴史資料集」外購入の支出について
352,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夏目漱石こころ」外購入の支出について
342,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書僕とおじいちゃんの魔法の塔　外の購入の支出について
330,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱業務研修　外受講の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育刈払い機取扱業務資料代及び受講料の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ科学基礎演習」にかかるＴＡ謝礼金の支出について
5,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
86,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（１月分）の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 国語教材作成用ソフト他購入の支出について
43,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ａ４外購入の支出について
56,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
84,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土の購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン　購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
187,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
108,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電池パック他の購入の支出について
78,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外楽器修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカード　外　購入の支出について
172,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 芸術観賞会　中国雑技　公演料の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書館管理システムソフト購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵冷凍庫購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 野球用ボール購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器の購入の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外　購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 針なしステープラーほか購入の支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 担架購入の支出について
19,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長椅子の購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テープカッター　他　購入の支出について
85,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室木製引き戸建具補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 貯水槽　漏水　補修の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室防水等補修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 障害者用トイレブース補修工事の支出について
45,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階渡り廊下スロープ補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室暖房ヒーター補修工事の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　鉄扉補修工事の支出について
149,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス緊急補修の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話設置工事の支出について
702,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　漏水補修工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室前階段踊り場漏水補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用給湯ボイラー取付の支出について
895,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 引違戸取替補修工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
531,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 運動場散水栓　新設の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
14,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
29,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数科における研修講師謝礼の支出について
26,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 キャリア教育講義・研究協議会にかかる講師謝礼金の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットシート　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 補修用テープ購入の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷の支出について
85,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生生活科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生生活科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生生活科学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏指導にかかる講師謝礼（１月分）の支出について
144,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育実技研修にかかる講師謝礼の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ビオトープ観察講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年「伝承遊び」「沖縄遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年韓国朝鮮の遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算講習にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
79,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
45,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　特別支援教育はじめのいっぽ！　外　購入の支出について
14,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ他購入の支出について
58,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか　購入の支出について
56,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜用木蓋外購入の支出について
67,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
140,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池外購入の支出について
32,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てカイロ購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
34,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外購入の支出について
89,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロー球購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
224,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
136,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
15,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 餅外購入の支出について
2,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他４５点の購入の支出について
359,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナー外購入の支出について
32,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙ほか　購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム外の購入の支出について
62,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
82,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用ハサミ他購入の支出について
44,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤購入の支出について
48,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用　アルミひしゃく　外　購入の支出について
70,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
69,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童清掃用具　購入の支出について
35,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
431,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用長半紙　外購入の支出について
258,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉購入の支出について
4,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金たわし外購入の支出について
36,304
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　新一年生の手引　購入の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習事業に使用する生菓子購入の支出について
3,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発光ダイオード外購入の支出について
13,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラック購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
16,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用冊子「新一年生の手引」購入の支出について
11,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル他購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外購入の支出について
29,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用粘土　外　購入の支出について
54,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ホウキ　外　購入の支出について
58,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
97,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞　購読料（１０月～１２月分）の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワゴン購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ購入の支出について
176,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
63,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ外購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子、みょうばん他購入の支出について
60,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外購入の支出について
72,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
55,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入　の支出について
19,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機ＤＰ－Ｆ５２０用インク　外　購入の支出について
83,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯型ロールスクリーン他購入の支出について
185,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新１年生の手引」購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機用紙パック　外　購入の支出について
30,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　外　購入の支出について
17,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる寒肥の購入の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
69,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フリーフレーム外購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石外講習受講料テキスト購入の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削砥石特別教育テキスト購入外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外　購入の支出について
193,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル外　購入の支出について
81,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプ修理部品購入の支出について
47,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチローラー　外　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロッタ用紙外諸用紙類購入の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外　購入の支出について
59,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式ミシン　購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 火災受信機用バッテリー購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型花瓶外購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シップ薬外購入の支出について
23,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外購入の支出について
18,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外の購入の支出について
104,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカットリッジ外購入の支出について
54,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昔の暮らし体験（七輪）にかかるもち外の購入の支出について
7,230
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はしご兼用脚立外　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダほうき　他　購入の支出について
36,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ外購入の支出について
53,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表外購入の支出について
16,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ケース外購入の支出について
27,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
145,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
53,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター　他　購入の支出について
131,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷製本の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
329,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎２階廊下及び講堂窓ガラス補修工事の支出について
35,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎男子便所節水器不良修理の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外止水栓水漏れ補修工事の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
15,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンプリンタ修理の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大印刷機修理の支出について
112,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
9,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴外　楽器修理の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 なかよし教室エアコン室外機の修理の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室業務用消毒保管機修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 会議用テーブル修理の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機　修理の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 理科室ガス栓修理の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修理の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫の修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
68,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（２／１７）の参加児童交通費・入館料の支出について
10,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外　家電リサイクル回収料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生校外学習にかかる児童交通費（２／１７）の支出について
8,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 遊具撤去処分の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外　家電リサイクル回収料の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
36,438
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 赤ちゃん先生プロジェクト業務委託の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ミュージカル出前授業実施業務委託の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生校外学習にかかる児童分観覧料（２／１７）の支出について
14,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（２／１７）の参加児童交通費・入館料の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添職員入場料（２／１７）の支出について
20,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる付添職員入館料（２／１７）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外学習にかかる付添職員観覧料（２／１７）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル外　購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　他　購入の支出について
399,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 携帯型ロールスクリーン他購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
160,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教材提示装置　購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型花瓶外購入の支出について
62,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おおきなかぶ」外の購入の支出について
60,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「地獄」外　図書室用図書　購入の支出について
27,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
312,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「せかいいちおおきなうち」外　購入の支出について
373,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書カラー版ナルニア国物語他購入の支出について
307,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ニューワイド図鑑昆虫」外購入の支出について
242,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つぎなにをよむ」外購入の支出について
309,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　まんが将棋入門他購入の支出について
286,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石特別教育テキスト購入外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石外講習受講料テキスト購入の支出について
16,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育研修会講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育実施にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 体力向上講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
13,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
146,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プッシュ式シリンダー栓錠外購入の支出について
18,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾ハンガー外購入の支出について
17,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール他１３点購入の支出について
45,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
46,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト「情報ＢＯＸ」外購入の支出について
142,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機外購入の支出について
144,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くみひも購入の支出について
20,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　他　購入の支出について
26,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルボール外購入の支出について
168,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンシルシート購入の支出について
25,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール用ネット　外の購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク外の購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　ほか　購入の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
35,208
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リボンテープ外購入の支出について
28,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ外購入の支出について
101,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「レット・イット・ビー」外　購入の支出について
38,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍『子どもの心の病気を理解しよう』他購入の支出について
24,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーセット　他　購入の支出について
70,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール　外　購入の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池外購入の支出について
318,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
142,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
92,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット　購入の支出について
37,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピング他４点購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
114,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣ教室のトナー回収ボトルの購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
77,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
397,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャー外購入の支出について
70,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ外購入の支出について
195,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚折テーブル　他　購入の支出について
16,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用石灰　購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ外購入の支出について
36,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
182,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
44,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー　外　購入の支出について
61,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル購入の支出について
43,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト購入の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
135,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室照明器具補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替　補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート他修理の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 集会用テント天幕修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用調査書送付に伴う郵便切手の購入　２／１６の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送料（２月１６日）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付にかかる郵送料（２／１６）の支出について
7,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公立高校宛３年生調査書郵送料（２／１６）の支出について
26,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 郵便切手等の購入（２／１６）の支出について
19,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,272
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーボール外購入の支出について
122,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
379,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自走式車いす購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『悪医』外の購入の支出について
331,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育外受講料の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
11,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 管理作業員が受講する安全講習テキスト代他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
165,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員が受講する安全講習テキスト代他の支出について
6,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
8,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
28,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドベル　外購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バドミントン支柱　外購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚外購入の支出について
76,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木かい外の購入の支出について
53,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　外の購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスホース　購入の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脇机外購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コースロープ購入の支出について
203,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 指揮棒（ケース付）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　アネロイド型気圧計外１点購入の支出について
20,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
71,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
4,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スポーツカウンター　購入の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタータピストル購入の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウォーキングメジャー購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
35,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎１階ピロティ照明器具補修工事の支出について
247,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鳥小屋撤去跡補修工事の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室外照明器具取替補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上笠木防水修理工事の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールピット内散水給水管漏水補修工事の支出について
53,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン補修工事の支出について
162,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館庇防水及び外壁クラック補修工事の支出について
799,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階校舎接合部　補修の支出について
234,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４年２組教室内漏水補修工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラモニター分岐工事の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,385
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓補修工事の支出について
15,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラミネータ購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミュージックデータプレイヤー購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バドミントン支柱　外購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
106,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 砂場用保護シート外の購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ぞうきん掛けの購入の支出について
24,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ミュージックベル（２７音セット、ケース付）購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガスクリーンヒーティング取替え工事の支出について
529,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ・アップライトピアノの調律料の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 職員研修（ピア・サポート）にかかる講師謝礼金の支出について
15,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザーポインター外購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無線アクセスポイント　外　購入の支出について
122,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
15,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 体育科今日的課題研究研究発表会資料印刷の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 封筒の印刷の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 レーザーポインター外購入の支出について
104,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイント　外　購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育集中実践２回目にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取組の講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／２９伝統文化・和菓子）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語講師謝礼の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年「点字」体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年「点字」体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　自然体験活動にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内外国語研修会（１／２６）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月２９日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月２９日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験活動にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語講師謝礼の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習（いのちの授業）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（１／２７）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 琴体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育集中実践１回目にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１／２９伝統文化・和菓子）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 造園体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 造園体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（お話の会）にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　自然体験活動にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 洋菓子作り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（１月２９日実施）講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引（平成２７年入学用）」購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用マスター購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童給食白衣他購入の支出について
63,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　他　購入の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水シーツ　外　購入の支出について
84,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙四切外購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外　購入の支出について
92,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター用インク購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康診断票格納庫外購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外購入の支出について
78,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「おだんごぱん」外購入の支出について
328,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
195,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち　購入の支出について
4,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールの購入の支出について
11,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッケルカドミウム蓄電池購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーフドームミラー他購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル毛糸　他購入の支出について
121,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年学級用図書「昔のくらしと道具」外購入の支出について
162,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
176,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　外の購入の支出について
63,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 整理箱　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックグローブ外購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柄付きタワシ　外　購入の支出について
82,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居舞台外購入の支出について
94,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育受講料（テキスト代含）の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
14,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作方眼紙　外購入の支出について
136,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＰＳ交換用バッテリー購入の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕアンケート用紙購入の支出について
27,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 燃料用アルコール外購入の支出について
68,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
124,251
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム長靴外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急用人工蘇生器　外　購入の支出について
334,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
68,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
46,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器　外購入の支出について
238,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴール購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割り箸外購入の支出について
20,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
79,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック外購入の支出について
43,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス他購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板ささら外購入の支出について
59,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 反射型投光電球購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て舌圧子外購入の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイケーブル外購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床ワックス　外　購入の支出について
86,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字あそびファックス資料集他購入の支出について
33,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
40,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
12,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン１０本入１箱外購入の支出について
63,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首ＣＤ　外購入の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ傘他購入の支出について
32,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬　他購入の支出について
54,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ボード外購入の支出について
28,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用シール外購入の支出について
91,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英和・和英辞典　ほかの支出について
72,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　他　購入の支出について
152,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエス　外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットプレーヤー外購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
242,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄機購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装外購入の支出について
45,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外（仕様書）購入の支出について
600,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
48,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール他購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用刃　購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
95,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　外購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
39,420
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　Ｂ４購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
125,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷及び製本の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学習発表会記録集（ＤＶＤ）焼付印刷の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 駐輪場センサーライト取付配線工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館校舎屋上窓ガラス取替補修工事の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室行ゲート弁漏水修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替補修の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス補修工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 高架水槽用水位制御電極盤補修の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室窓硝子取替の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室　照明器具補修工事の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン取替工事の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱修理外の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 南校舎２階女子トイレ自動水栓取替修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話子機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 南校舎２・４階リモコン設定キー修理の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
124,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
111,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機１台修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室赤外線ヒーター修理の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室扉鍵修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理請負の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
11,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷室　印刷機修理の支出について
73,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫の修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物の運搬業務委託の支出について
419,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／１８）の支出について
2,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る参加児童交通費外（２／１８）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機の刃研ぎの支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ワックス掛け外業務委託の支出について
341,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
56,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
32,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習に係る参加児童交通費外（２／１８）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫購入の支出について
293,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラの購入の支出について
397,224



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外（仕様書）購入の支出について
729,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 健康診断票格納庫外購入の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わたしはマララ」他購入の支出について
99,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア情報館」外購入の支出について
150,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「りんごかもしれない」外購入の支出について
208,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かいけつゾロリシリーズ」他購入の支出について
352,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ３年学級用図書「昔のくらしと道具」外購入の支出について
42,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業従事者安全衛生教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料（テキスト代含）の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育受講料の支出について
9,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ２月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英語夜間講座」実施にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（仕様書）購入の支出について
620,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
162,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札　外購入の支出について
30,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表外　購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管ほか購入の支出について
14,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチハロゲン灯外購入の支出について
149,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
75,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
3,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 整腸剤外購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ用ゴムホース購入の支出について
12,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーンマグネット　他購入の支出について
162,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸他購入の支出について
48,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
65,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子購入の支出について
38,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋、他購入の支出について
55,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
59,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　他　の購入の支出について
277,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用背面ロッカー　購入の支出について
124,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤキャンドル　外　購入の支出について
36,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアンプ外購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育用図書「世界の国々」外購入の支出について
54,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット　外購入の支出について
65,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 幾何形立体模型購入の支出について
32,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
54,432
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　外　購入の支出について
39,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
41,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
28,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クッションマット　外　購入の支出について
55,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ外購入の支出について
43,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラムマレット外購入の支出について
49,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用閃緑岩外購入の支出について
64,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上マイクスタンド外購入の支出について
78,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク　外　購入の支出について
33,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 内田クレペリン精神作業検査用紙　購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 並形ビーカー外購入の支出について
94,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス　購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明立体模型外購入の支出について
65,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机ほか購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉　外　購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室入口フロアーヒンジ取替工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替補修の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭給水管漏水補修工事の支出について
163,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動細断機修理の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレスホン　修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アウトドアタイマー　修理の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 直流電流計　外　修理の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公立高校入試にかかる個人報告書の郵送料２／１７の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（２月１７日）の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（２／１７）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 駅伝・ロードレース大会に係る物品運搬代の支出について
20,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 書架外引き取り手数料の支出について
195,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 無線アクセスポイント設定業務委託の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛け業務委託の支出について
268,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボールカゴ外購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
70,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 無線アクセスポイント購入の支出について
353,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天声人語２０１３年分」他購入の支出について
269,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「キリン」外購入の支出について
172,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「本格折り紙」外購入の支出について
315,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界地図シリーズ２」外　購入の支出について
340,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「獣の奏者１闘蛇編」外購入の支出について
267,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『アンネの日記』　外　購入の支出について
361,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー（特別教育）受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ２月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「聴覚障がいに理解を深める特別授業」講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
111,780
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターの修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場使用料（２月分・支払予定２／１８）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員の特別講習にかかる受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 児童生徒への指導の助言及び講演講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 おはなし会講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 人形劇「ポップコーン」講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 人形劇「ポップコーン」講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 人形劇「ポップコーン」講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 人形劇「ポップコーン」講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 おはなしの会講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 音楽コンサート講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式案内状送付のための郵便料金（２／１７）の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マットレス購入の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノート黒板　他　購入の支出について
149,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター外購入の支出について
15,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス　外　購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 えんぴつけずり購入の支出について
2,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
66,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鼻鏡　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表の購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッターマット外購入の支出について
8,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用カーテンの購入の支出について
111,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ雲台外購入の支出について
24,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階男子トイレ便器詰まり修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室外壁補修工事の支出について
999,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ドレン取替え補修の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉シャッター修理の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火設備改修工事の支出について
267,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用飲料用受水槽定水位弁不良漏水修理の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各所漏水補修の支出について
179,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正面玄関ドアガラス補修工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年３組教室廊下取合窓ガラス入替の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 カーテンレール設置外工事の支出について
41,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室改修工事の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂外部給水管漏水補修工事の支出について
83,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館高天井照明用昇降機補修工事の支出について
226,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ダブルオートリバースカセットデッキ購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（Ａ３）　購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電光表示器購入の支出について
82,620
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソフト跳び箱の購入にかかる支出の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼稚園生活の手引き「のびのび」の購入の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　購入の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 再生ＰＰＣ用紙他購入の支出について
53,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート他　購入の支出について
53,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 波板ポリカ　他　の購入の支出について
41,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
26,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 屋外壁掛け時計補修工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 保育修了式案内状送付に伴う郵便切手購入の支出について
2,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育の付添職員入場料（２／１９）の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入場料（２／１９）の支出について
1,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 筑波大学附属坂戸高校研究大会資料代（２／１９）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 研修会講師への連絡用他切手代（２／１８）の支出について
820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク　他の購入にかかる経費の支出について
89,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
188,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
326,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる用土代（２／１９）の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
160,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングバスケット外の購入の支出について
21,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク　外　購入の支出について
31,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ホルダー用名札外購入の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッション外購入の支出について
71,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
12,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
167,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
21,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
556,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板プロジェクタ（仕様書）購入の支出について
1,911,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
160,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料購入（２／１９）の支出について
2,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　４切　他　の購入にかかる経費の支出について
256,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
397,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥牛フン　外の購入の支出について
108,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
772,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板他購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間式温水洗浄便座他購入の支出について
177,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木のままごとセット外購入の支出について
52,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンチェーンソー購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外の購入の支出について
71,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
291,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガスコンロ外購入の支出について
35,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外６点購入の支出について
47,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓　外（仕様書）購入の支出について
59,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし業務に係る講習会テキスト代参加費の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館前　ガス漏れ補修工事の支出について
7,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池ポンプ用コンセント補修工事の支出について
29,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階　男子便所　漏水修理工事の支出について
17,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室外床張替補修工事の支出について
912,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎防火戸専用感知器修繕工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 女子トイレ手洗い場自動水栓　修理の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　修理　請負の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ　修理　請負の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物器修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ４階６－１教室照明修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フットサルゴール補修の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（２／１９）にかかる参加児童交通費の支出について
10,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（２／１９）の支出について
14,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜の木外剪定作業業務委託の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３月分左専道運動場使用料（２／１８）の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習に伴う付添職員観覧料（２／１９）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添職員分ＵＳＪ入場料（２／１９）の支出について
12,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
2,028,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　外（仕様書）購入の支出について
1,369,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓　外（仕様書）購入の支出について
502,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易テントの購入の支出について
118,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板プロジェクタ（仕様書）購入の支出について
2,732,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外の購入の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし業務に係る講習会テキスト代参加費の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者の講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
37,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外購入の支出について
55,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 超硬刃ルータビット　外の購入の支出について
161,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
423,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
283,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
181,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
320,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「生命の奇跡」外　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
237,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂絵セット　外の購入の支出について
25,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 お茶会体験にかかる抹茶外購入（２／１９）の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
256,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
135,475
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
167,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂｂクラリネット外修理の支出について
6,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 張出舞台修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンタ修理の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（２／１９）の支出について
157,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　外（仕様書）購入の支出について
1,465,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の名言大事典」外購入の支出について
354,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
86,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高級木製パネル他の購入の支出について
52,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ナンバーリング外購入の支出について
21,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙の購入の支出について
141,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教材スライド他の購入の支出について
68,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接棒他購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＯＳレジスター　外（仕様書）購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
83,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
238,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受験票印刷の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「３ステップ高校生の就職面接対策」購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ外購入の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度用生徒証印刷の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 旋盤用チップ購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
48,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
89,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラマブルコントローラ外購入の支出について
52,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　教師用英語指導書セット購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子メロディー他購入の支出について
152,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス野球部部室鉄扉補修の支出について
75,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室破損ガラス修理請負経費の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（スネアドラム）修理の支出について
12,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンターの修理の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ等引取に係る収集運搬料外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 テレビ等引取に係る収集運搬料外の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大学見学会　大型バス賃借料の支出について
86,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＰＯＳレジスター　外（仕様書）購入の支出について
276,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機の購入経費の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 三面式防球用ダブルネットの購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「哲学の使い方」外の購入の支出について
172,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマーラージの購入の支出について
29,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用感熱紙　外　購入の支出について
90,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布　購入の支出について
221,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
41,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　外　購入の支出について
200,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 板ダンボール　外　購入の支出について
82,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　扉ガラス入替工事の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ便器排水部修繕工事の支出について
209,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 校内研修会講師への連絡用切手購入（２／１８）の支出について
410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室生徒用机の購入の支出について
133,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス　外　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードディスクドライブ購入の支出について
12,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット、立奏木琴購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転椅子購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 １立方メートル説明器購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　レザー調加工紙（レザック）　他の購入の支出について
61,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地図黒板外購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日本史写真集外購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーユニフォーム購入の支出について
49,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　ガラスの入替の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン配線工事の支出について
311,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外部階段シート補修工事の支出について
489,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　都市工学科・製図室　照明器具の取替の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
392,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 肢体高等部２階給水管漏水補修工事の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯ビデオ設置工事　（正門及び西門）の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室用ボイラー取替に伴うガス工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マレット、立奏木琴購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入場料（２月２０日）の支出について
11,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 職員研修（ピア・サポート）にかかる講師謝礼金の支出について
15,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業参観・講演講師謝礼金の支出について
20,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研修会講師謝礼の支出について
16,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研究発表会講師報償金の支出について
27,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
61,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
94,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 英語教材印刷外の支出について
381,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 指導案集他の印刷の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 学校マニフェスト印刷の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第２０回全国養護教諭連絡協議会参加費２／２０の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国小学校道徳教育研究会研究発表大会参加費の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかるそろばん教室講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
47,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 シフカブールカお話会の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔体験（生活体験）講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
15,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師謝礼金の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
46,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外購入の支出について
85,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外購入の支出について
56,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
48,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
242,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンイ　外　購入の支出について
68,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
59,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
85,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
106,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん白他購入の支出について
15,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
778,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全カラー版画板外購入の支出について
25,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外　購入の支出について
147,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館ラベルキーパー他購入の支出について
32,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋外購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクアリウム循環装置外購入の支出について
242,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針　外　購入の支出について
6,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
20,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他購入の支出について
26,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インク外購入の支出について
73,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボルト　他　購入の支出について
108,540
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泥揚げ器　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・いす　購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
76,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
397,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レザック用紙外購入の支出について
77,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,009,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
71,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バキュームクリーナー　外　購入の支出について
52,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ棒他　購入の支出について
9,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外の購入の支出について
135,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滑り止めテープ外購入の支出について
42,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火用バケツ　外　購入の支出について
43,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き過ぎ煉瓦ほかの購入の支出について
50,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板　ほか　の購入の支出について
168,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
80,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,248,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとび練習台外購入の支出について
253,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタジオハロゲンランプ購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット外購入の支出について
69,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＤＶＤプレイヤー外購入の支出について
21,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ手袋外購入の支出について
36,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
441,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入りゼッケン購入の支出について
163,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ミョウバン　外　購入の支出について
73,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
283,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大人用三層マスク外購入の支出について
23,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,038,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブッカー外　購入の支出について
87,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却スプレー外購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄器　加湿機能付き２台の購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート他購入の支出について
134,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
72,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
36,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「わらいばなしがいっぱい」　外購入の支出について
215,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外購入の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
40,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
178,167
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管（酸素用）外　購入の支出について
85,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
15,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
47,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カル　外購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 奉書紙外購入の支出について
25,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
34,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外　購入の支出について
20,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教材教具の購入の支出について
89,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸鋼外購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
122,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語テストプリント購入　の支出について
155,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 荒神ほうき外購入の支出について
36,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
88,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外購入の支出について
82,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブルの購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書消耗品　案内ラベル　外　購入の支出について
41,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびばこ運搬台車外購入の支出について
94,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
537,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三徳包丁外購入の支出について
83,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
480,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机外購入の支出について
175,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他購入の支出について
178,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 パソコン教室ガラス入れ替え工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修修理の支出について
13,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年教室窓ガラス　補修工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ詰り補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
48,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓取替修理の支出について
6,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他修理の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
197,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理調整の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
24,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（２／２０）の支出について
19,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／２０）の支出について
1,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料他の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
51,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 片手刈込鋏・外　研磨の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料他の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
43,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 サクラの剪定業務委託の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃にかかる業務委託の支出について
108,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査の業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去作業業務委託の支出について
123,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添に伴う付添職員入場料（２／１９）の支出について
12,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添教職員入館料（２／２０）の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチールブックトラック（仕様書）購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鉄棒購入の支出について
255,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用ノートパソコン購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 なわとび練習台外購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末収納庫購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末（仕様書）購入の支出について
1,558,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書江戸のなぞなぞなぞかけランド外購入の支出について
355,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しずくのぼうけん」外購入の支出について
345,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書はらっぱ外１５７件購入の支出について
242,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「いたずら博士の科学だいすきＩ」外購入の支出について
133,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノートは友だち」外　購入の支出について
70,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「例解学習国語辞典」購入の支出について
233,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４ひきのシリーズ」外購入の支出について
388,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「星と星座」　外購入の支出について
367,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路学習（職業講話）用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路学習（職業講話）用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路学習（職業講話）用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムセットシンバル　外　購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
21,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モバイルプロジェクター　外　購入の支出について
185,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（８月～１１月分）の支出について
16,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
813,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計購入の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカーコーン外の購入の支出について
65,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トウホ　外の購入の支出について
15,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　購入の支出について
4,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手すり付踏台　外購入の支出について
31,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首取り札　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニューフロアーシート外購入の支出について
180,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
3,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　外　購入の支出について
108,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,174,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柄付たわし外の購入の支出について
74,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生コンクリート購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製腕　他　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏　外　購入の支出について
29,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
196,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
177,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード他購入の支出について
48,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキ他購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット外１点購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトル、他購入の支出について
118,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
53,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯外購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイゼガーゼ、他購入の支出について
86,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ、他購入の支出について
152,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
166,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
469,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
78,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト　他　購入の支出について
145,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーネット外の購入の支出について
81,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 みのからだのおもしろ新聞（４～１１月分）購読料の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
12,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用ドリル４点購入の支出について
3,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム外購入の支出について
102,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
91,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　他　の購入の支出について
55,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車いす（仕様書）購入の支出について
380,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
316,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダル他購入の支出について
48,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
383,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングフィルム外購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
75,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボン紙　外　購入の支出について
55,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
107,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
287,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具等の取替工事の支出について
17,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁不良漏水修理の支出について
109,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ページセッター修理の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
36,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン外修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
36,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年校外学習にかかる参加生徒交通費の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 内田クレペリン精神作業検査判定業務委託の支出について
224,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去・研磨・清掃業務委託の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 内田クレペリン精神作業検査判定業務委託の支出について
227,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 軟式野球ボール外購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトテニスネット外１点購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメーター購入の支出について
181,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 箏　外　購入の支出について
202,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファゴット　購入の支出について
346,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モバイルプロジェクター　外　購入の支出について
167,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「旅猫リポート」外購入の支出について
80,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「村上海賊の娘（上）」外購入の支出について
210,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「変身」外　購入の支出について
341,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「税って何？」外　購入の支出について
261,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「種をまく人」外の購入の支出について
333,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のともだち１」　外　購入の支出について
279,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
131,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年進路学科別説明会講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 講演会「自己実現に向けて」にかかる講師謝礼金の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 視覚障がいについて理解を深める授業講師謝礼の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年進路学科別説明会講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 特別棟用シューズロッカー購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
241,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２２期生　国語科作品集　購入の支出について
12,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙Ａ３（製図用）購入の支出について
4,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
403,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外の購入の支出について
73,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル他の購入の支出について
72,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クロマキーカーテン外購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
215,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
618,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水　外の購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
31,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両開き書庫の購入の支出について
19,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
29,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　外の購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイドロキノン他の購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
61,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床ワックス買入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶モニタ他購入の支出について
84,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レンズ他の購入の支出について
111,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 清掃用ポリッシャー修理の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クロスパネル購入の支出について
59,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「悲嘆の門（上）」ほか購入の支出について
86,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にっぽん絶景の旅」外購入の支出について
76,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ロックミシン　外購入の支出について
251,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用ロール紙の購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館トレイ　ガス栓取替工事の支出について
72,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ボイラー修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫　修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアレックスマット　購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロックミシン　外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第４２回公開研究会　参加費（２／２０）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子天秤　外　購入の支出について
95,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホン外購入の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上鉄琴　外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三　脚　購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー（更衣用）購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー　購入の支出について
94,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外　購入の支出について
75,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球試合球　ほかの支出について
38,329



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式丸のこ　外購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東４階高学年理科室及準備室感知器取替工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門土砂流出対策工事の支出について
116,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室西側地中配管ガス漏れ修繕工事の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
189,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底面塗装補修工事の支出について
996,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟２階（２－８教室）ほか窓ガラス補修の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
11,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高架水槽復旧補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 清掃用具倉庫補修工事の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東３階特活室（３１２）背面掲示板貼替工事の支出について
98,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館暖房系ガス配管補修工事の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水道量水器取替工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　ガス栓の取替の支出について
15,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下及び管理作業員室照明器具補修工事の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室立体炊飯器設置に伴うガス設備工事の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガラス戸引違い庫　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エアレックスマット　購入の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外の購入の支出について
55,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シール外購入の支出について
45,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布カラーガムテープ　外　購入の支出について
28,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 受信盤バッテリー交換工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 便所壁タイル張替工事の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具（４０Ｗ型）交換工事の支出について
153,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 電動アシスト自転車購入の支出について
61,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート授業参観及び指導助言に係る講師謝礼の支出について
20,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
7,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語科グループ研究にかかる講師への謝礼の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
37,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 収納ワゴン２台の購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大太鼓スタンド他の購入の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究図書「生徒指導提要」外　購入の支出について
11,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
26,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 クリアホルダー印刷の支出について
53,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要外印刷の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表用資料印刷の支出について
157,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
280,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末購入の支出について
325,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　国際体験学習にかかる講師料の支出について
6,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の学習にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の学習にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ体験にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 社会見学にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 造園体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年七輪体験実施にかかる講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育「韓国朝鮮の文化を知ろう」講師謝礼金の支出について
6,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族体験学習（１／２６）にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 社会科学習（地域の歴史）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読み聞かせにかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師料の支出について
32,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域昔話講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業・討議会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習３年にかかる材料購入（２／２０）の支出について
5,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
84,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走高跳び用バー　外（仕様書）購入の支出について
224,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
338,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用タイマー他購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工用版画板外購入の支出について
94,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗立台他購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムラプスカメラ　購入の支出について
120,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
139,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ他購入の支出について
59,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒薬　外１３点購入の支出について
185,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラムの購入の支出について
12,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
51,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線の発熱実験器外購入の支出について
75,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
55,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　朝鮮の子どもの遊び博物館　他購入の支出について
36,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小もち８０個外購入の支出について
6,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外６点購入の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプタ　他　購入の支出について
46,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　購入の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カル（舞踏用刀）外購入の支出について
49,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
232,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣外購入の支出について
73,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外購入の支出について
19,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外購入の支出について
80,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
39,031
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪　購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ製はしご兼用脚立外購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェンソー　購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生氏名ゴム印購入の支出について
37,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
57,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラケット　外５点購入の支出について
37,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 交換用加湿フィルター外購入の支出について
61,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポンの修理用部品購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトコーナーポスト購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼薬外購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
592,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
110,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うどん杓子外購入の支出について
109,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか　購入の支出について
69,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
169,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外購入の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ外の購入の支出について
178,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
23,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書架補強用板　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針　他購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
121,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育フォーラム（４月～３月）購読料の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボン紙他購入の支出について
50,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
9,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ものさし外購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒（校園名入り）購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土・腐葉土購入の支出について
14,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸他購入の支出について
111,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
35,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
70,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力表外購入の支出について
13,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育用図書「世界のなぞなぞ」外購入の支出について
18,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用カラー合板　外購入の支出について
47,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトサッカーボール　購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用オルガン　外購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土外の購入の支出について
61,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
298,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池外購入の支出について
54,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本漢字能力検定　書籍購入代の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「なぞなぞあそびえほん」外の購入の支出について
207,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
276,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土購入の支出について
5,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板　他　購入の支出について
81,200



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアモップ外購入の支出について
44,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓服（ケヂャ）他購入の支出について
211,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスターロール　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外　購入の支出について
78,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラーほかの購入の支出について
92,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪　外購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドタオル外購入の支出について
18,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単二電池　他購入の支出について
68,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
85,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外購入の支出について
32,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗剤他購入の支出について
108,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボン紙　外　購入の支出について
57,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
210,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気のこぎり他購入の支出について
114,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用ロール原紙他購入の支出について
195,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外購入の支出について
87,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入の支出について
212,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス外の購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
15,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
92,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタイラスペン　外　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクオルガン用椅子外購入の支出について
170,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
140,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計他購入の支出について
295,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙他１１点購入の支出について
86,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけん外購入の支出について
36,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研削作業業務特別教育受講料及びテキスト購入の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小太鼓外購入の支出について
90,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 支柱埋込部補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室給水管補修工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室ガラス補修工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　防球ネット補修　工事の支出について
132,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ水漏れ補修工事の支出について
21,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 会議室タイルカーペット貼替工事の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス修繕の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス破損取替の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物器修繕の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンターの修理の支出について
32,076
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
24,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機　修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルミシン修理の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボンゴ修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球フェンスの修理　外　修繕の支出について
369,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
105,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
73,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校給食室　網戸張替の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理代の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室ヒーター点検費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 教材浴衣の洗濯の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律処理手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
56,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 図書室整備業務委託の支出について
426,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グランド内側溝清掃業務委託の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
55,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 標準学力調査・質問紙調査アイチェック委託の支出について
108,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 生活科学習用積木の使用料　平成２７年２月２１日の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ（仕様書）購入の支出について
1,887,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンビネーション遊具一式（仕様書）購入の支出について
2,149,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 池用ろ過機１台購入の支出について
75,492
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走高跳び用バー　外（仕様書）購入の支出について
172,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 らくがきホワイトボード　購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン　外購入の支出について
143,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
296,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
12,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちこく姫」外　購入の支出について
32,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「きいろいばけつ」外　購入の支出について
271,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばの力　全３巻」外購入の支出について
378,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
286,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　くふうの図鑑　外１５０点購入の支出について
350,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「英語のあそびうた」外購入の支出について
37,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宮沢賢治のおはなし」外購入の支出について
307,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きまぐれロボット」外購入の支出について
256,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけのクリリン」ほか購入の支出について
363,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「にいさん」他の購入の支出について
81,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ぼくのふとん　他購入の支出について
274,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書新装版ブラックジャック全１７巻他購入の支出について
54,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おだんごスープ」外購入の支出について
385,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　少年少女世界文学館　他購入の支出について
304,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研削作業業務特別教育受講料及びテキスト購入の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 内田クレペリン精神作業検査にかかる講話講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ダンス講習会にかかる講師謝礼金の支出について
42,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策委員会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ダンス講習会にかかる講師謝礼金の支出について
42,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット　外購入の支出について
114,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平鋼　他　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ　外購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールケース　外購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールほか購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロワバキューム　他　の購入の支出について
46,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー外購入の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール清掃用除藻剤　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
114,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チプシン　他　購入の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
148,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用原紙外購入の支出について
264,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
434,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ購入の支出について
108,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書原簿用バインダー　外　購入の支出について
223,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用リガチャー外　購入の支出について
47,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
35,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　外　購入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴの皮他購入の支出について
45,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン用シャトル購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
94,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢテンキーほか購入の支出について
53,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールアンテナセット外の購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性工作ニス外購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スーパーライト（超軽量粘土）外購入の支出について
114,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピストンバルブ外購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式作戦盤購入の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
351,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス他購入の支出について
67,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル、他購入の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙　外の購入にかかる支出について
54,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
134,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
184,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指用消毒剤購入の支出について
132,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　外　購入の支出について
39,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２連梯子　他　購入の支出について
65,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板購入の支出について
20,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土よけマット　外購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤスリ（彫刻用）　外購入の支出について
71,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バンソウコウ　外　購入の支出について
33,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札　外　購入の支出について
51,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　ほか　購入の支出について
79,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用　樹脂ワックス　外の購入にかかるの支出について
54,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
263,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館鍵取替補修の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内無線ＬＡＮ設置工事の支出について
449,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防鳥ネット設置工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室窓ガラス破損修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室ガス栓工事の支出について
20,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年２組教室照明器具取替工事の支出について
19,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階被服室廊下側出入口ドアガラス外破損入替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 技術室　帯のこ盤修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調設備修理の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関オートロック電気錠取替修理の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（オーボエ外）修理の支出について
134,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓（ガス漏れのため）修繕の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用精白米購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 新春こども大会にかかわる物品運搬代の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校庭の樹木の剪定・除草・整備の業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバー外購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンタ　外購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトテニスボールほか購入の支出について
114,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ２連梯子　他　購入の支出について
61,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボールケース　外購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　和英辞典　購入の支出について
161,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「紙つなげ！」　外購入の支出について
367,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
276,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちはやふる２４」外購入の支出について
210,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤取扱業務安全衛生教育受講料の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤、振動工具取扱作業講習　受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削砥石試運転取替講習　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者講習　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「産業社会と人間」講演会に係る講師補償金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
67,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビュレット台他の購入の支出について
94,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理システムソフトの購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン他教授用物品の購入経費の支出について
16,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯照明器具の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンタートナー他の購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 人工呼吸用携帯マスク購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
22,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
131,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スイムフィン購入の支出について
26,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
148,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事（機械科実習室）の支出について
112,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂厨房シンク下給水管漏水補修工事の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 調査書受領書発送用切手の購入（２／２０）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「アイネクライネナハトムジーク」購入の支出について
65,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「犬心」外の購入の支出について
104,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 トップライト部漏水修繕の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 新棟教室内手洗器漏水修繕の支出について
220,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 高等部作業用ミシン　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 焼物機用ホテルパンフッ素加工処理手数料の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 ２階教具室改修工事の支出について
448,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教室リフォーム及び教具倉庫整備工事の支出について
705,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 砂場用シート　外購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 生垣バリカン　外購入の支出について
27,594
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テンキー購入の支出について
4,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロの購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車他の購入の支出について
33,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー他購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 引違戸錠　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 肥料　他購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタの購入の支出について
15,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テントウエイト購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用掛時計購入の支出について
17,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザー光源付き光学水槽　外　購入の支出について
55,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中とじ用ステープラー　購入の支出について
5,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶モニターの購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
25,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット　外　購入の支出について
313,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計　購入の支出について
1,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン　購入の支出について
11,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高度化成肥料購入の支出について
16,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机・椅子セット他購入の支出について
136,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子天秤　外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 生徒用机他　購入の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パンチ購入の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ディスクカッター　購入の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 締め太鼓及びピアノ椅子の購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＳＤ／ＣＤラジオ外購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア他購入の支出について
164,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明設備補修工事の支出について
148,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室窓ガラス補修工事の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ小便器センサー修繕工事の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 暗幕カーテン修理及びランナー交換の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント増設工事の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火用電動シャッター修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階廊下照明電源補修工事の支出について
10,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室給水管漏水修繕の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室前外部給水管漏水修理請負の支出について
180,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚補修工事の支出について
526,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室電気エアコン分解修繕の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 駐輪場照明更新修理の支出について
25,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校給食室前照明器具スイッチ増設工事の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 和室畳取替工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室蛍光灯器具他取替工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ドア補修工事の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂前通用門戸車取替補修工事の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール揚水ポンプ操作盤補修工事の支出について
51,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エキスパンションジョイント雨漏り補修工事の支出について
245,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台下建具補修工事の支出について
264,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビ設備改修工事の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具改修工事の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 太陽光発電設備ファンユニット取替工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ扉補修工事の支出について
596,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ修理部品取替の支出について
93,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 グラウンド照明設備増設工事の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ設置工事の支出について
358,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤーの購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート　購入の支出について
86,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段購入の支出について
112,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット　外　購入の支出について
76,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
140,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
81,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ゴムチップロールマットの購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本よいこのがくしゅう外（４～３月）購読料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊オールリクエスト（４月～３月号）購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
8,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 種芋男爵購入の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ウエス外の購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 正門電気錠修繕費の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育「カレー作り」にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 キャリア教育講義・研究協議会にかかる講師謝礼金の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育「カレー作り」にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究発表会用封筒印刷の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
8,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
98,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム　購入の支出について
4,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 道徳部「平成２６年度研究紀要」印刷の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「堀江小学校区安全マップ」印刷の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷代の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（書に親しむ）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「３年見えないってどんなこと」の講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習（落語体験）にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
62,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会にかかる講師謝礼金（１／２９）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習におけるそろばん指導講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
32,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
104,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
19,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年生　命の学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話学習２年にかかる講師謝礼金の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習４・６年にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
68,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼金の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
50,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「クイズ　危険をさがせ」購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
65,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
358,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッチボール　外購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸ラベル　他　購入の支出について
14,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新１年生の手引き購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「ピカドン」外　購入の支出について
64,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕３間物外１点の購入の支出について
116,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙　ほか購入の支出について
20,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首　　購入の支出について
98,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　ほかの購入支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
82,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 排水溝会所ごみ取り購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
26,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用タライ購入の支出について
9,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　他購入の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
321,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用手袋外購入の支出について
71,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙（四つ切）ほか購入の支出について
97,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムスティック他４点の購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他購入の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンばさみ外購入の支出について
58,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すいとん作り体験学習用材料購入（２／２４）の支出について
2,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布リボン外購入の支出について
46,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ黒他購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
414,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外購入の支出について
90,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性床ワックス購入の支出について
44,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
69,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉢植購入（２／２４）費の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
305,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナー外購入の支出について
21,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる「おもち大会」材料費の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
290,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用メタルハライドランプ　購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
34,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用インクカートリッジ　外　購入の支出について
214,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
187,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花を植える活動にかかる苗等の購入（２／２４）の支出について
32,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン　外購入の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食エプロン外購入の支出について
26,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つやあり塗料外購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ８つ切白画用紙外購入の支出について
98,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用消耗品　名札　外　購入の支出について
30,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
65,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
136,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字辞典　購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯用ランプ購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 心理検査「Ｑ－Ｕアンケート検査用紙」購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年生茶道体験学習にかかる教材費（２／２３）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用紙　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 リーフレット「学校要覧」印刷の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＰＴＡ室廊下側窓ガラス修理工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下・階段電灯電子スイッチ修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 西側門扉錠前修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス給湯器修理の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット補修　他の支出について
379,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室アナウンスマイク修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 手洗い場修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスマスター修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理にかかる経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ修理の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの点検・補修の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２／２４）の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２／２４）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 音楽室外ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
36,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕委託の支出について
23,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
56,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去作業業務委託の支出について
106,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館・階段廊下ワックス掛け　業務委託の支出について
127,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 安立小学校校舎窓清掃業務委託の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 石油ファンヒーター借入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員観覧料（２／２４）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講堂用移動スロープ購入の支出について
374,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ　外　購入の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「百人一首大事典」外購入の支出について
296,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書　ウォーリーの絵本　外買入の支出について
159,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　学習まんが人物館外購入の支出について
48,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽パート別指導にかかる講師謝礼の支出について
12,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １，２年生ダンス体験授業にかかる講師謝礼金の支出について
795,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
38,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 太筆　外　購入の支出について
61,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロワ　外　購入の支出について
85,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書情報ＣＤ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インキ購入の支出について
86,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－Ｒ　片面２層式　購入の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製粘土箱　購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　外購入の支出について
64,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
446,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公印（一般文書用）購入の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
150,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 火山灰外購入の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
401,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 封入用樹脂外の購入の支出について
24,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット　外　購入の支出について
122,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生用テープ外の購入の支出について
108,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（朝刊）購読料（８月～１１月分）の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道　帛紗入れ外購入の支出について
19,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、他購入の支出について
41,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　ドラムカートリッジ　購入の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
30,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムセット、他購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
66,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　外　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外購入の支出について
43,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホーキ外　購入の支出について
41,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
175,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
28,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール殺菌消毒剤　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
67,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「アクティブフォニックス」購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
64,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット外購入の支出について
97,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー外購入の支出について
37,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
98,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
35,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
33,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下照明器具補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
76,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプ修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室エアコン修理の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　他　楽器修理の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 シンセサイザー修理の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイクロホン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＺ６３０修理の支出について
114,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
36,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電光表示器　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬　業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
16,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ガスヒーポン室内機分解洗浄　業務委託の支出について
167,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 内田クレペリン精神作業検査判定業務委託の支出について
248,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チューバ　購入の支出について
371,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドラムセット、他購入の支出について
266,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「地図でめぐる神社とお寺」外　購入の支出について
254,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「約束の海」外　購入の支出について
358,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書グレートジャーニー探検記外購入の支出について
385,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いとみち」外購入の支出について
324,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　会社の仕事シリーズ外の購入の支出について
192,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「くらげる」外購入の支出について
390,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育受講料の支出について
6,150
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科１月分モデル謝礼の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
8,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル　他の購入の支出について
42,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
49,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 天板購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 柔道場高天井照明修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面器取替工事の支出について
44,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂内南北ガス栓ガス漏れ補修工事の支出について
11,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライド丸ノコ修理の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターの修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 琴修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール用デジタイマーの購入経費の支出について
123,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習受講料外の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材　外　購入の支出について
180,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 伐木チェーンソー特別教育テキスト代他の支出について
2,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 連結展示板　購入の支出について
387,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
18,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
20,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル式上皿自動秤他購入の支出について
96,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育テキスト代他の支出について
13,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラインカー外　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用立体構成説明器外購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かがみ　外　購入の支出について
16,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ショットクロック操作盤の購入経費の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 包丁　購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶モニターの購入経費の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル他　購入の支出について
67,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　充電式刈払機外購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼黒板外購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎１階防火戸補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補給水バルブ及び屋上排水升補修の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所壁掛小便器破損及び漏水補修の支出について
57,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン配線補修工事の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階ギャラリー破損窓ガラス入替の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
222,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高架水槽外面塗替え工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 運動場外柵ネットフェンス設置工事の支出について
151,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
270,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,268



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インターホン　子機　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ヴィブラ・スラップ他の購入の支出について
14,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
9,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 競技用けん玉購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 バークたい肥外６件の購入の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「チャレンジえほん」４月～３月の購入の支出について
12,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学研みみちゃん絵本（４月分～３月分）外購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 オーロラ紙外６件の購入の支出について
15,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布カラーガムテープ外の購入にかかる支出について
44,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
82,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 照明スイッチ取替改修工事の支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究保育参観・講演会講師謝礼（１／１９）の支出について
30,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタ　他購入の支出について
14,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　購入の支出について
14,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー外購入の支出について
79,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラベルライターカートリッジ購入の支出について
4,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
188,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
148,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（昔遊び体験）にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習（昔遊び体験）にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（マゼンタ）外購入の支出について
99,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽しい算数　下　外　購入の支出について
293,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋　外購入の支出について
61,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ（Ａ３対応）購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
305,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長なわとび外購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うすい塩酸　外購入の支出について
153,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
93,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
94,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
80,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
671,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる材料（２／２５実施）購入の支出について
4,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
5,236,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
84,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
61,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本立購入の支出について
27,216



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
40,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス　他　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター他購入の支出について
112,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 増設用チューナーユニット購入の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット　外　購入の支出について
35,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙外購入の支出について
63,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット外購入の支出について
311,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ購入の支出について
28,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語　大判カラーパネル外購入の支出について
38,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角コーナー外購入の支出について
204,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
29,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
891,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡他　購入の支出について
38,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関足ふき用マット他購入の支出について
203,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級健康簿　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
301,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニジャンピングボード他　購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ袋外購入の支出について
2,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
30,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
25,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
213,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外　購入の支出について
83,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外の購入の支出について
53,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
690,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２年学級用図書「詩はおともだち」外購入の支出について
88,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロック外購入の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ他購入の支出について
50,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器（理科室取替工事費含む）購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
50,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
12,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ（３２型）外購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シーツ（上）　外購入の支出について
164,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外購入の支出について
227,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる調理実習材料費（２／２５）の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー　外購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取替作業特別教育テキスト購入外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削用といし取り替え作業特別教育受講料他の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はながみ　外　購入の支出について
80,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固定用テープ購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価システム（総合質問紙調査）外の購入の支出について
300,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粕　購入の支出について
2,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却水ポンプ購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
39,636
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
241,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車、竹馬購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
866,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 肋木設置工事の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 緞帳及び吊下げ金具他補修工事の支出について
130,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ給水バルブ補修工事の支出について
16,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ドア補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳補修工事の支出について
150,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物器修繕の支出について
32,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
245,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポリッシャー修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館　大時計修理の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機操作パネル配線修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室ガスヒーポン修理の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
47,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用肉団子外購入の支出について
259,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用ロールパン外購入の支出について
85,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
10,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
19,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用鰤外購入の支出について
42,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白葱外購入の支出について
384,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災体験学習にかかる参加児童交通費（２／２５）の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（２／２５）の支出について
4,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／２５）の支出について
17,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 旧立葉小学校の備品の本校への重量物運搬の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 グランドピアノ移動の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律請負の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
17,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「長靴をはいたねこ」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,724



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
36,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 窓清掃　業務委託の支出について
72,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃　業務委託の支出について
92,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 肋木の購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校旗の購入の支出について
258,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット収納保管庫購入の支出について
207,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏鉄琴購入の支出について
53,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプの購入の支出について
107,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議机購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 石灰　外　購入の支出について
124,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書大解説！のりもの図鑑ＤＸ　外　購入の支出について
163,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「黒魔女さんが通る」他購入の支出について
305,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「絵さがし迷路絵本」外購入の支出について
197,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　トリックアート図鑑　購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ２年学級用図書「詩はおともだち」外購入の支出について
101,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし取り替え作業特別教育受講料他の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（振動工具取扱作業）受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育（刈払機取扱者）受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替作業特別教育テキスト購入外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 体力向上講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育指導にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読書講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板　他　購入の支出について
64,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
390,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
23,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙、外購入の支出について
25,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファインウレタン外購入の支出について
41,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外　購入の支出について
133,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
257,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナーカートリッジ　外購入の支出について
270,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯（２０形）　外　購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　他　購入の支出について
162,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ文集表紙　外購入の支出について
61,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やかん（４個）外　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗棒外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱の安全衛生教育受講料・テキスト代の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯他購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　他　購入の支出について
284,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインクリアホルダー購入の支出について
93,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ボックス他購入の支出について
73,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏台外購入の支出について
85,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールスクリーン（１２台）購入の支出について
198,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（２０ｋｇ袋入）　他の購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴爪購入の支出について
3,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス文化包丁　外　購入の支出について
87,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用受木外購入の支出について
98,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット他１点購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチームアイロン購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー外購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面外購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
124,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシールほか購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やすり他　購入の支出について
158,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー　外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布団（上）外購入の支出について
96,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　外購入の支出について
76,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　外　購入の支出について
70,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固定用弾力包帯　他　の購入の支出について
48,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック他購入の支出について
93,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ついたて外購入の支出について
44,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
4,616,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
223,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレー支柱カバーの購入にかかる支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナーカートリッジ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　外　購入の支出について
81,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥　外購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面ひも（６尺）　他　の購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
414,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規外購入の支出について
44,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
744,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替えの支出について
1,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード移設工事の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階廊下窓ガラス　他　の取替工事の支出について
13,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室給排水補修工事の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　外修理の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　外修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニウム修理　外の支出について
99,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーホニウム　修理の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ページセッター修理の支出について
35,812
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット外修理の支出について
54,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
11,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
11,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用果実のうるおいゼリー外購入の支出について
22,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
68,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用グレープフルーツ外購入の支出について
92,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル法に基づくリサイクル料金・回収料の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外リサイクル手数料及び収集運搬料の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル法に基づくリサイクル料金・回収料の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外リサイクル手数料及び収集運搬料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
32,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書　請負の支出について
21,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マリンバ購入の支出について
193,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン（仕様書）購入の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ついたて外購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 やかん（４個）外　購入の支出について
115,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スピーカー　外購入の支出について
167,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファゴット　購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤＨＣカード　外購入の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面外購入の支出について
130,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 旗棒外購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「春の庭」外購入の支出について
357,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「原爆投下部隊」外購入の支出について
144,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱の安全衛生教育受講料・テキスト代の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
287,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
250,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
124,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
4,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
152,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
496,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
3,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　外（集約物品）購入の支出について
28,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市旗外購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子（集約物品）購入の支出について
7,954,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
50,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ペーパーカッター　Ａ４判　購入の支出について
15,790
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レターケース　外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バッティングヘルメット　外購入の支出について
265,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗（集約物品）購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンタ　購入の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 版画ローラーカートリッジセット　他購入の支出について
83,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 すのこ　購入の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール用ディスクの購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長机　他購入の支出について
336,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡丸柄　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッター　購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動カンナ外購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
253,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室電源プラグ補修工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 緞帳リレーボックス取替工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底面部分塗装工事の支出について
540,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 敷地東側外壁補修工事の支出について
799,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 太陽光発電パワーコンディショナー補修の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館２階廊下漏水補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎庇補修工事の支出について
783,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外壁補修及び雨樋補修の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場手洗場水栓器具レバー取替工事の支出について
57,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館屋外階段防水及びモルタル剥離箇所補修工事の支出について
615,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓修理の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根防水及び谷樋・竪樋補修工事の支出について
279,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水弁取替補修工事の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火戸レリーズ取替補修工事の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階女子トイレフラッシュバルブ取替工事の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東側校庭土留ブロック積み工事の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北校舎教育相談室ガス栓設置ガス設備工事の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西校舎２階教室網戸設置工事の支出について
73,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 立奏用鉄琴購入の支出について
53,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ベルトディスクサンダー　購入の支出について
57,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
140,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホームプロジェクター購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 楽器アルトサックス購入の支出について
176,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿空気清浄機購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール運搬車購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 大阪体験学習講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の暮らし体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童虐待防止校内研修にかかる講師料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 縄跳び学習にかかる講師謝礼金の支出について
31,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化に親しむ学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
38,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外購入の支出について
100,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
94,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
184,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２７年２月２５日）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外の購入の支出について
144,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ、シート、おもし、ドライヤー購入の支出について
94,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台幕修理（高所作業含む）の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ウィンドウチャイム）修理の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室給湯器修理の支出について
20,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン室プリンタ補修の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室給湯器　修理の支出について
6,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費２／２６の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 仕事体験学習にかかる児童交通費（２／２６）の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費　２／２６の支出について
27,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（２月２６日の支出について
4,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（２／２６）の支出について
9,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鳥小屋撤去業務委託の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 卒業遠足バス賃借料の支出について
44,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしゃべりなたまごやき」外購入の支出について
24,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習受講　（３／９～１１）の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業にかかる特別教育参加費用の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤にかかる特別教育参加費用の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 多様な体験活動推進事業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話実施にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 多様な体験活動推進事業にかかる講師謝礼金の支出について
17,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　他購入の支出について
103,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ他　購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ他　購入の支出について
104,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保管庫購入の支出について
52,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具の取扱安全教育受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 作業工具取扱作業者安全衛生教育テキスト外の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
316,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 作業工具取扱作業者安全衛生教育テキスト外の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 堀外校地等緑化用　花の土他の購入（２／２５）の支出について
34,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
255,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関外灯及び廊下スイッチ補修工事の支出について
37,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクトフード内塗装工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室照明用スイッチ補修工事の支出について
8,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーターピット漏水補修工事の支出について
464,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルレコーダー購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型紙しばい安全教育シリーズ外３件の購入の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「こどものとも」（４～３月号）購入の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「キンダーメルヘン」（４～３月号）購入の支出について
13,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼稚園教育研究会保健研究部研修会用講師謝礼金の支出について
14,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
7,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究授業等指導にかかる講師謝礼金の支出について
46,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無線アクセスポイント購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
57,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マーカー外購入の支出について
114,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
18,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 委託料　委託料 プリンター廃インキ処理の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室体験学習にかかる講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会（１／２７）講師謝礼の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室の実施に伴う講師謝礼（３年）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちの授業にかかる講師謝礼金（２／５）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬に関する講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習（２／５）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室体験学習（２／４）にかかる講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクの購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
13,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
380,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄機　他購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生用氏名名札製造の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー他　購入の支出について
197,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ外購入の支出について
24,948
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二つ折りマット購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　外１点購入の支出について
85,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
523,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱譜付ＣＤ購入の支出について
3,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４更紙　外購入の支出について
41,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラム外購入の支出について
22,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
77,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
56,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎冷感シップ剤他購入の支出について
34,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣外購入の支出について
346,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外８件購入の支出について
98,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙　他購入の支出について
34,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス外購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン部品（水電磁弁）購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４モノクロレーザープリンター　外購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーネット外購入の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
13,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックデータプレーヤー購入の支出について
48,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画作業版外７件購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
603,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢケーブル外購入の支出について
167,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
69,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
330,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙他購入の支出について
20,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボビン他４点の購入の支出について
41,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他購入の支出について
75,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陸前高田市への花苗送付他（２／２７）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点火棒外購入の支出について
82,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学新国語辞典他購入の支出について
291,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版外購入の支出について
77,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外購入の支出について
112,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
52,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレイヤー　外８点の購入の支出について
237,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛図「わが国の歴史と文化遺産　全３巻」購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
97,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち焼きあみ外購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
55,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用イス　購入の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
209,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版　外購入の支出について
272,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途接着剤他購入の支出について
49,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソファーベッド他　購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
34,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストウェイト他購入の支出について
17,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂天井補修の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
6,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ポスト取替工事の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替え工事の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年教室窓ガラス　補修工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 門戸車補修工事の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクター取付工事の支出について
239,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障用便所ＦＶ出水不良修理の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室内インターホン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
36,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 登り棒補修の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プールろ過機　フィルター修理の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動断裁機修理の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビブラフォン修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他修理の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パーソナルコンピュータ修理の支出について
86,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット他修理の支出について
129,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料外１件の支出について
2,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（２月２７日）の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 陸前高田市への花苗送付他（２／２７）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校長経営戦略予算での社会見学にかかる児童交通費の支出について
31,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 琴運搬の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（２／２７）の支出について
4,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかる参加児童交通費（２／２７）の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料外１件の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童名簿の揮毫業務委託の支出について
19,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
30,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
3,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 業務委託「和太鼓ＯＴＯ座公演」公演料の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所の校舎窓清掃の支出について
120,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトバレーネット外購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 遊具サーカスクライム（仕様書）購入の支出について
1,042,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひろしまのピカ」他購入の支出について
389,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「七月の月」外購入の支出について
159,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「黒須和清のかんたん工作大集合」外の支出について
276,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「金の星社新刊セット」外購入の支出について
283,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習（７年）講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育実施にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 歯磨き講習会用講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業証書用公印購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
424,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
86,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
74,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみイス購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
56,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
110,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験器具（バット）　他　購入の支出について
81,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片手鍋外購入の支出について
18,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
75,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外　購入の支出について
89,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
52,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器スタンド外の購入の支出について
52,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用インクジェット複合機外購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ『ＭＹ　ＳＯＮＧ　上』　他　購入の支出について
13,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト　外　購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育テキスト代外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外　購入の支出について
45,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代外　納入の支出について
2,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット購入の支出について
72,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マークシート用ソフト　購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「コレオグラフィー」外購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用白衣　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
193,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
79,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電光表示器用ケーブル、他購入の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 曲尺　他　購入の支出について
45,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＰ３プレーヤー外購入の支出について
132,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
56,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室机用天板　外　購入の支出について
63,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
26,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレパイプ用洗剤　購入の支出について
11,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
424,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落しマット他購入の支出について
250,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体外９点購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印刷の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階美術室引違錠補修工事の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール下部キャスター修繕の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷凍設備検査手数料の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
29,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃委託業務の支出について
84,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（２／２６）の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易集塵機購入の支出について
125,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ｂ♭クラリネット購入の支出について
93,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴（集約物品）購入の支出について
189,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用インクジェット複合機外購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器用ケーブル、他購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
147,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴（集約物品）購入の支出について
253,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「迷宮ヶ丘」他購入の支出について
299,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「考える読書」外購入の支出について
106,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育テキスト代外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育テキスト代外　納入の支出について
18,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱い安全衛生教育受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ審査員謝礼金の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第５回国語科特別講義講師謝礼金の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ審査員謝礼金の支出について
29,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 糖度計他購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット（マリンバ用スティック）外購入の支出について
83,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バックネット用パット　購入の支出について
133,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッパーハンマー　他の購入の支出について
106,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ他購入の支出について
29,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試用青色サインペン他購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムフェライト充電池購入の支出について
15,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ガス他購入の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 店長の教科書他教授用書籍購入経費の支出について
5,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印影印刷の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科職員室前排水改修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機外修理の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 野球部部室蛍光灯修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館の長椅子収納用台車の修理の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫等リサイクル料および運搬料の支出について
8,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫等リサイクル料および運搬料の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 はさみ、包丁の刃研ぎの支出について
25,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料２月分（２月２７日）の支出について
63,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話レンタル代の支出について
5,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ他購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 斉木楠雄のサイ難他図書室用書籍購入経費の支出について
52,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「次の本へ」他購入の支出について
70,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋の購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯カバー購入の支出について
327,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨用不織布　外購入の支出について
20,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カーブミラー　購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他の購入の支出について
173,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒薬　他購入の支出について
101,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
93,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用「ダウン症のすべてがわかる本」他　購入の支出について
13,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 高２－２教室　照明器具　取替補修の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用ラジカセ　外　修理の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホテルパン　テフロン加工の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クラシックギター外　購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電源装置　外購入の支出について
126,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 硬式テニスネットの支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセの購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
61,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外１点の購入の支出について
44,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール用ゴールリングネットの購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防具入れ他購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転標示盤　購入の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニハードルの購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 物品整理棚　外３点購入の支出について
67,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボールリングネット　外　購入の支出について
50,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 畳購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール購入の支出について
4,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 血圧計購入の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　タイピン型の購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠改修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口鉄扉ガラス補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館準備室前給水栓増設補修工事の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 煙突内部断熱材囲い込み工事の支出について
907,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館電気科実習室内有圧換気扇取付工事の支出について
599,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内各所漏水補修工事の支出について
810,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫防水及びシャッター補修工事の支出について
744,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前軒樋外　補修工事の支出について
296,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館間切ネットロープ補修工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室・準備室換気扇補修工事の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
289,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 暗幕吊り金物等補修工事の支出について
289,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ステンレス両開き扉・タイル床補修工事の支出について
341,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育部活倉庫のろ塗装の支出について
139,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室前外部消火管漏水修理の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外時計故障修理工事の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南側通用口屋外排水管詰り補修工事の支出について
543,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 花壇設置工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 自転車置き場コンクリート土間舗装工事の支出について
468,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　こどもとしぜん（４～３月）の年間購読の支出について
5,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,605,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手押し車外の購入の支出について
46,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーデスク　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印（ゴム印）購入の支出について
19,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布の購入の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本学研かんきょうかがく「４～３月」購読料の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
99,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,922,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通路土間補修工事の支出について
298,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
23,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
85,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ　アップライトピアノの調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業研究会にかかる講師謝礼の支出について
26,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会指導助言講師謝礼の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究発表会講師謝礼金の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導書「みんなのどうとく１年」外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
25,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 クラブ活動研究集録の印刷の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 学校行事研究会全体研修会参加費（２／２８）の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 視覚障害教育実践研究大会参加費（２／２８）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生の昔あそび講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「おはなし会」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「外国人教育」に関わる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国朝鮮の文化学習に伴う講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
5,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔のくらし学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童に対する国際理解教育の講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
20,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラムタイマー付親時計　外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
90,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土・肥料購入の支出について
32,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線　外　購入の支出について
98,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外の購入の支出について
102,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオプロジェクター用天吊金具外購入の支出について
175,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たのしくうたおうどうようえほん　外１０点購入の支出について
20,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札（児童用）製造の支出について
77,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他　購入の支出について
68,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛図　栄養成分シート　外購入の支出について
33,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケット資料集「こんちゅうはかせ」外購入の支出について
98,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さくらそう苗他購入の支出について
33,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトハードル購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ他購入の支出について
336,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス用モップ　外５点購入の支出について
49,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ　外の購入の支出について
24,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラケース　外購入の支出について
78,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車外の購入の支出について
77,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用パネル外購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ他購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 義太夫水牛駒　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外５点購入の支出について
93,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外９点購入の支出について
95,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定性ろ紙他購入の支出について
41,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
33,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査票他　購入の支出について
19,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤他　購入の支出について
17,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,657,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
47,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
47,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード（キャスター付き）購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他購入の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジカラー外購入の支出について
26,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
20,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱安全衛生教育受講料　テキスト代の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＤ購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 義太夫水牛駒　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール温室外購入の支出について
93,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトハードル購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子材料費購入の支出について
8,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
68,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用除塵・滑り止め剤　外　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
117,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムハードル購入の支出について
88,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テグス外購入の支出について
73,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座位姿勢補助クッション（仕様書）購入の支出について
1,881,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新一年生の手引き冊子の購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙他購入の支出について
95,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札外購入の支出について
130,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外購入の支出について
38,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
108,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
162,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外１点　購入の支出について
40,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動シャープナー　外　購入の支出について
72,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外の購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶　購入の支出について
65,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙外購入の支出について
71,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用マット外の購入の支出について
184,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
34,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
573,471



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究集録の印刷の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「研究紀要」印刷の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究発表資料印刷の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
74,474,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ＧＨＰ修理の支出について
3,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
98,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物器修繕の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン室プリンタ修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄製遊具補修の支出について
291,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機修繕の支出について
26,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム外楽器の修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏用鉄琴修理の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 畳表張替修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,854,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（３／２）の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式案内状送付に伴う郵便切手購入（２／２７）の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機及びテレビのリサイクル料外の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 礼状発送に伴う切手購入（２／２７）の支出について
110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 礼状発送に伴う切手購入（２／２７）の支出について
80

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機及びテレビのリサイクル料外の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
542,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書にかかる業務委託の支出について
5,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「地球のステージ」公演業務委託の支出について
349,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ミラクル中国雑技団」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
35,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所校舎窓清掃　業務委託の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
27,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 借上げバス及び高速代　外の支出について
6,940
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 借上げバス及び高速代　外の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体育用マット外の購入の支出について
176,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用タイマー外購入の支出について
171,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムタイマー付親時計　外購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート　購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計１台購入の支出について
57,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 天井換気扇　購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界のアート図鑑」外購入の支出について
348,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「風立ちぬ」他　購入の支出について
285,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ピカピカ論語」他　購入の支出について
39,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うそ」外購入の支出について
288,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「草の根のたんけん」外購入の支出について
279,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「国語辞典」他購入の支出について
173,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
96,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふたりはいつも」外購入の支出について
126,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ビックブックもぐらバス」外購入の支出について
68,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱安全衛生教育受講料　テキスト代の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
52,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ盤特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 粉じん作業安全衛生教育受講料の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘たて外購入の支出について
152,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペール缶　他　の購入の支出について
23,544
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本国勢図会　外購入の支出について
12,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
52,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用マスク外購入の支出について
135,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙外購入の支出について
19,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
48,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー外購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックコンテナ　外　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンドカラー　外の購入の支出について
111,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用折り畳みテーブルの購入の支出について
42,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャコペンシル外　購入の支出について
67,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製書架棚板購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪針　外購入の支出について
35,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用バット、外購入の支出について
139,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　外　購入の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長胴太鼓用台外購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板ふきクリーナー　他　購入の支出について
286,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
59,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 性教育指導用ＤＶＤ　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木彫りステン　外　購入の支出について
62,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 活性炭　外　購入の支出について
101,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス　外　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機バッテリー購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 深型両手鍋外　購入の支出について
138,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　他　の購入の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラレンズ購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター外　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター外購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金属研磨剤ほか購入の支出について
100,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管他購入の支出について
49,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 個人帯出カード　他　購入の支出について
99,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール引違い書庫購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬他　購入の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ　外購入の支出について
83,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直流電源装置外購入の支出について
257,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルテープ　外　購入の支出について
31,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,903,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター購入の支出について
135,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コサージュ材料アザレア外購入の支出について
36,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
26,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
258,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
31,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
36,685,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階談話室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管ピット内不良漏水修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 備蓄倉庫シャッター補修工事の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室照明補修工事の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
12,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス　外　修理の支出について
37,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 元止湯沸器の修理の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
111,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
45,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理一式の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット、他修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,519,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
32,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
168,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日章旗のクリーニング料（２／２７）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書筆耕料の支出について
38,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書筆揮毫料の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃の支出について
99,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
111,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 側溝汚泥処理業務委託の支出について
157,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料３月分（２／２７）の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テーブル付き丸鋸　購入の支出について
101,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 沐浴人形購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファックス　外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プラスチックコンテナ　外　購入の支出について
130,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
276,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外　購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓用台外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 速乾性手指消毒剤　外　購入の支出について
227,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＹＡ心の友達シリーズⅠ」他　購入の支出について
395,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱い者安全教育講習受講の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エコランカー製作用材料代（２／２７）の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「太陽、月、星のこよみ」の購入の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,478,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 即熱はんだこて他購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光チョーク他購入の支出について
40,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「高校これでわかる古文・漢文」他購入の支出について
6,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
38,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,755,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレー支柱用金具修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
407,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 耐寒訓練用物品運搬経費の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
78,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スキー実習付添職員リフト代等（支払予定３／１）の支出について
270,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
27,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員の特別講習にかかる受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会及び講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞会及び講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他購入の支出について
15,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板外購入の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
614,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
25,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,146,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手動式鉛筆削り購入の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器購入の支出について
1,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軽量物品棚　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 楽譜「女声合唱のための「 愛」」他　購入の支出について
48,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジオカセット　購入の支出について
96,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッターマット　購入の支出について
4,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライン引き他購入の支出について
91,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 信号器購入の支出について
3,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ指導マグネットシートの購入の支出について
50,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍋　外　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タイマー購入の支出について
72,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
72,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食器乾燥機　購入の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長靴　外　購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食白衣購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外購入の支出について
258,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大阪市旗購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
29,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年１組廊下窓ガラス入替の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 擬木柵設置工事の支出について
494,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 壁面塗装工事（講堂東側ポンプ室）の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室床張替工事の支出について
44,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－５教室黒板取替工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉ヒンジ取替および各所調整補修工事の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 遊具補修工事（コンビネーション）の支出について
237,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 足洗い場給水管やり替え工事の支出について
108,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床補修工事の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿機能付空気清浄器購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿空気清浄機　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
182,753

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,114

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
15,962

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
3,590

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
753,173

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
2,114

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（１２月分）の支出について
1,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
630

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
924

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
20,626

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
39,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,088

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
336

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
250

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
2,060

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
12,130

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
598,290

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
144,702

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
730

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
196,955

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
8,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
538,109

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
881,204

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
5,190

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
73,096

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
735,965

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
22,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
50,140

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
690,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
213,608

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
684,208

消防局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（１２月分）
328,915

消防局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（１２月分）
234,529

消防局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 救急課用　会議費の支出について（第４７回大都市警防（救急）担当部課長会議の開催に伴う職員の派遣について　平成２７年２月３日開催）
2,000

消防局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（１２月分）
6,231

消防局 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（１２月分）
370,796
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消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１２月分）
12,496

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１２月分）
25,834

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１２月分）
167,499

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２７年大阪市消防出初式用　平成２７年大阪市消防出初式会場設営撤去委託経費の支出について
7,668,000

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年大阪市消防出初式用　車載型大型映像装置一式借入（二）に係る経費の支出について
1,022,760

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 総務課用　会議費の支出について（大都市消防長会議　平成２７年２月５日開催）
3,000

消防局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１２月分）
152,658

消防局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（大都市消防長会議及び緊急消防援助隊出動に対する消防庁長官表彰並びに全国消防長会常任理事会等に伴う職員派遣）
110,020

消防局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（１２月分）
11,543

消防局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１２月分）
2,624

消防局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１２月分）
8,106

消防局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（総務省消防庁研修員の帰阪）
29,640

消防局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（消防大学校研修員の帰阪）
30,160

消防局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手２０５円ほか７点の購入経費の支出について
140,700

消防局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（１２月分）
1,697

消防局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１２月分）
5,000

消防局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局１２月分）に伴う経費の支出について
16,678

消防局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（１月分）
273,930

消防局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署外８９か所清掃業務委託に係る経費の支出について（第３四半期分）
3,657,737

消防局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害備蓄用食糧（クラッカー）ほか２点の購入経費の支出について
497,016

消防局 総務課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１月分）
5,468

消防局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊退任表彰式案内用　はがきの購入に係る経費の支出について
7,638

消防局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 産業廃棄物用　電子マニフェスト使用に伴う手数料の支出について（１０～１２月）
16,491

消防局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（１２月分）の支出について
138,348

消防局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（１２月分）の支出について（単価契約）
415,160

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１月分）
2,268

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（障害者施設等火災対策意見交換会に伴う職員の派遣）
969

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（救助技術の高度化の推進に伴う職員派遣）
29,640

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 司令課用管外出張旅費の支出について（指令管制業務に係る視察）
75,420

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０７１号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「建築関係ＪＩＳ要覧追録３２８号ほか２点」購入経費の支出について
12,790

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　そうじ用洗剤Ａほか１０点の購入経費の支出について
152,960

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（１月分）
37,827

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１月分）
2,269

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（１月分）
304,231

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（１月分）
292,535

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（１２月分）
604,260

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局高度専門教育訓練センター定期清掃業務委託料の支出について（１１月分）
316,526

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ）の支出について（消防局１月分）
5,404

消防局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（１月分）
4,537

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 契約事務用　第２回消防局総合評価一般競争入札評価会議に伴なう委員報償金の支出について（２月３日実施分）
51,395

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
189,790

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
14,688

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
3,640

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　運営費
26,784

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局１月分）
5,358

消防局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　運営費
350

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１月分）
12,291
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消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１月分）
25,766

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（消防防災科学技術の研究開発に関する地域連携推進会議の開催に伴う職員派遣）
29,360

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（第４７回大都市警防（救急）担当部課長会議の開催に伴う職員派遣）
28,800

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（第５回高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する検討部会）
934

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（１月分）
189,195

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「消防実務要覧追録１９０５号－１９０６号ほか１点」購入経費の支出について
12,344

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録１０５１－１０６５号」の購入経費の支出について
16,860

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「問答式ＬＰガス取扱の実務追録３６号」購入経費の支出について
3,674

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防学校水道料金の支出について（１２・１月分）
876,272

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（３月分）
16,347

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（１月分）
32,400

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１月分）
191,190

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
370,796

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（１月分）の支出について
341,852

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
905,580

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（１月分）
2,896,689

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（１月分）
101,197

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局１月分）
21,012

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（１月分）
36,381

消防局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（１月分）
161,740

消防局 人事課 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　賞賜金 職員表彰用　局是記章（明光章）ほか１点の購入経費の支出について
401,760

消防局 人事課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員管理用　第３回大阪市消防局薬物問題専門有識者会議の報償金の支出について（１月30日実施分）
73,695

消防局 施設課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　編上靴買入経費の支出について
5,452,272

消防局 施設課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救急隊用半長靴の買入経費の支出について
3,777,516

消防局 施設課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救助隊用編上靴買入経費の支出について
4,205,520

消防局 施設課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　電気炊飯器ほか４点の購入経費の支出について
224,856

消防局 施設課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか６点の購入経費の支出について
412,560

消防局 施設課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　電気炊飯器ほか４点の購入経費の支出について
12,744

消防局 施設課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　電気炊飯器ほか４点の購入経費の支出について
59,292

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　設備と管理ほか２３点の図書購入経費の支出について（第３四半期分）
39,344

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（12月分）
77,913

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　軽油（消防局）第３四半期（水上消防署）の支出について（12月分）
362,016

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　免税軽油（消防局船舶）第３四半期分（12月分）の支出について（ゆめしま）
15,876

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（12月分）の支出について
1,367,907

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（12月分）
1,244,567

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第３四半期分（12月分）の支出について
6,510,240

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（12月分）
202,205

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（12月分）
3,690,006

消防局 施設課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第３四半期分（12月分）の支出について
2,942,496

消防局 施設課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス鋳物コンロほか２点の購入経費の支出について
16,200

消防局 施設課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　ガス鋳物コンロほか２点の購入経費の支出について
10,368

消防局 施設課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）12月分
60,696

消防局 施設課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　ガス鋳物コンロほか２点の購入経費の支出について
488,160

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用救急服ズボンほか１点の経費の支出について
280,476

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救急服上衣ほか１点の製造経費の支出について
2,687,472

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用救急服上衣ほか１点の経費の支出について
184,032

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　救急服ズボンほか１点の経費の支出について
5,575,392

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用消防職員カッターシャツ買入経費の支出について
218,538
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消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ａほか１点の経費の支出について
11,057,115

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（12月分）
408,024

消防局 施設課 平成27年02月13日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　此花消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（12月分）
59,400

消防局 施設課 平成27年02月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 負担金、補助及交付金　分担金 福島消防署建設工事に伴う街路樹撤去にかかる分担金について
109,200

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員短靴ほか１点の経費の支出について
5,878,785

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ａほか１点の経費の支出について
246,996

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　ジャンパー型外とう買入経費の支出について
951,588

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（２月分）
6,200

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　樹木剪定等業務委託（その２）に係る経費の支出について
648,000

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（２月分）
370,734

消防局 施設課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（２月分）
105,024

消防局 施設課 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署ほか27か所建築設備定期点検業務委託料の支出について
842,400

消防局 施設課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　西消防署江戸堀出張所冷却水ポンプ修理に係る経費の支出について
334,800

消防局 施設課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（３月分）
88,500

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）１月分
61,020

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）１月分
59,400

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）１月分
60,696

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）１月分
270,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）１月分
201,312

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（３月分）
87,500

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（３月分）
94,500

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用航空隊防寒衣の経費の支出について
44,820

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎公舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（３月分）
18,400

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（３月分）
34,978

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（３月分）
85,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（３月分）
274,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（３月分）
100,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料の支出について（ＯＡＰタワー）（３月分）
7,560

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（１月分）
129,600

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（３月分）
13,539

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　此花消防署エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（１月分）
59,400

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎（アベリアⅢ）賃借料の支出について（３月分）
80,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　東住吉仮災害待機宿舎（ハイネス田辺）賃借料の支出について（３月分）
92,000

消防局 施設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　浪速消防署待機室改修工事費の支出について
6,001,560

消防局 予防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 防火管理講習等事業用　防火管理講習等受付案内業務委託経費の支出について（第３四半期分）
158,153

消防局 予防課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理等講習会事業費　平成27年度防火・防災管理講習会等で使用する教材の選定にかかる謝礼金の支出について
15,560

消防局 予防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
6,806

消防局 予防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
453

消防局 予防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
4,766

消防局 予防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（１０～１２月分）
5,599

消防局 予防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
149,071

消防局 予防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
8,519

消防局 予防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
17,475

消防局 予防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１２月分）
38,560

消防局 予防課 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 阿倍野防災センター用　プロジェクターほか１点の購入経費の支出について
468,720

消防局 予防課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（１月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託料の支出について（１月分）
11,942,280

消防局 予防課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託経費の支出について（１月分）
830,070
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消防局 予防課 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 燃焼実験用　産業廃棄物の収集、運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について
309,420

消防局 予防課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（１月分）
600,660

消防局 予防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
149,071

消防局 予防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
8,519

消防局 予防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
17,475

消防局 予防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（１月分）
38,560

消防局 予防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務実施経費の支出について（１月分）
8,007,514

消防局 規制課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用　安全工学セミナー（安全マネジメント講座）受講に伴う管外出張旅費の支出について
45,680

消防局 規制課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用　安全工学セミナー（安全マネジメント講座）の受講に伴う経費の支出について
50,000

消防局 規制課 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用　第２４回危険物事故事例セミナーの受講経費の支出について
9,180

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（１２月分）
10,584

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（１２月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１２月分）
38,880

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（１２月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（１２月分）
22,754

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（１２月分）
6,231

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（１２月分）
6,696

消防局 警防課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用２月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料５６台分経費の支出について
667,980

消防局 警防課 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　チタン製二つ折りはしごの修繕（二）の経費の支出について
57,240

消防局 警防課 平成27年02月04日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 警防活動用　浪速第１８号ほか３か所防火水槽蓋改修工事並びに同経費の支出について
1,640,520

消防局 警防課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（１２月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１２月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（１２月分）
29,756

消防局 警防課 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用中型タンク車等新規登録検査自動車損害賠償責任保険料２６台分経費の支出について
236,080

消防局 警防課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員資格用　はしご車等操作員研修経費の支出について
335,280

消防局 警防課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 航空隊業務用トナーカートリッジＡほか５点の購入経費の支出について
71,952

消防局 警防課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 航空隊八尾基地機械警備業務委託経費長期継続の支出について（10月、11月、12月分）
21,060

消防局 警防課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　ヘリコプター乗員向け訓練（不時着対応）受講に係る経費の支出について
62,640

消防局 警防課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（１２月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車登録用小型タンク車新規登録検査重量税１２台分経費の支出について
631,400

消防局 警防課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車登録用中型タンク車等新規登録検査重量税１４台分経費の支出について
428,600

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等１２月分の経費支出について
409,740

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（１）の経費の支出について
1,780,990

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（２）の経費の支出について
315,316

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等１２月分（２）の経費の支出について
312,648

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（１）の経費の支出について
1,337,644

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用はしご車伸縮装置等分解整備経費の支出について
6,156,000

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等１１月分（３）の経費の支出について
103,896

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１１月分（１）の追加整備の経費支出について
38,448

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用はしご車特殊装置点検整備業務委託の経費の支出について
6,693,840

消防局 警防課 平成27年02月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　エンジンカッターの購入経費の支出について
321,840

消防局 警防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について（３月３、４日実施分）
5,250

消防局 警防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について（３月３、４日実施分）
92,340

消防局 警防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助強化訓練用革手袋買入経費の支出について
239,760

消防局 警防課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　救助活動用感染防止保護服の購入経費の支出について
191,883

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　災害活動支援隊定期訓練（平成27年大阪市消防出初式）にかかる報酬費の支出について
945,750

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用　革手袋ほか１点の購入経費の支出について
61,560

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　保安帽用投光器（第１種保安帽用）（二）の購入経費の支出について
1,170,720
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消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　アルティア５用サンプリングチューブほか１点の購入経費の支出について
79,380

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用救命索発射銃用ガスボンベの購入経費の支出について
188,179

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　画像探索機Ⅱ型修繕経費の支出について
410,400

消防局 警防課 平成27年02月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　訓練用人形の購入経費の支出について
2,581,200

消防局 警防課 平成27年02月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 委託料　委託料 消防活動用　経年防火水槽調査補強設計業務委託経費の支出について
33,225,120

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　粉末消火薬剤の購入経費の支出について
220,320

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用　ウエスほか1点の購入経費の支出について
43,200

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（４）の経費支出について
221,969

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（１２月分）
3,240

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用はしご車等新規登録検査自動車損害賠償責任保険料４台分経費の支出について
36,320

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 出初式放送用平成２７年大阪市消防出初式放送設備設営撤去業務委託経費の支出について
699,840

消防局 警防課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　負担金 消防活動用　平成２６年度消防用水経費の支出について（１０月～１２月分）
474,611

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（1月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（1月分）
366,683

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（1月分）
468,970

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（1月分）
22,032

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（1月分）
700,389

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（1月分）
27,000

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用自動車一時抹消登録及び変更登録手数料６５台分経費の支出について
22,750

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入に伴う経費の支出について（１月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（１月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度２５００分１精度地図データ借入に伴う経費の支出について（１月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車登録用はしご車等新規登録検査重量税４台分経費の支出について
565,800

消防局 警防課 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用３月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料８台分経費の支出について
109,140

消防局 警防課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　災害活動支援隊定期訓練（大阪市消防局震災総合訓練）にかかる報酬費の支出について
1,724,175

消防局 警防課 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救助活動用小型船舶の臨時検査等に係る経費の支出について
10,800

消防局 警防課 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規所轄指揮車リサイクル料金４台分経費の支出について
38,160

消防局 警防課 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用３月分消防自動車継続検査重量税・手数料８台分経費の支出について
8,800

消防局 警防課 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用３月分消防自動車継続検査重量税・手数料８台分経費の支出について
634,200

消防局 警防課 平成27年02月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防活動用　無線局(基地局)変更検査手数料の支出について
2,550

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 医療用酸素ガス１．８Ｌ買入（単価契約）（１０月～１２月）に伴う経費の支出について
63,562

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（１）　経費支出について
1,586,998

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の定期点検整備等１月分　経費支出について
18,362

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１２月分（１）の追加整備　経費支出について
190,313

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等１２月分の追加整備　経費支出について
50,135

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１月分（１）　経費支出について
423,576

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防車の定期点検整備等１月分（２）　経費支出について
164,235

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等１月分（４）経費支出について
410,371

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等１月分　経費支出について
197,925

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等１２月分（１）の追加整備　経費支出について
155,882

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 移動式空気充填機定期自主検査(2)ほか1件業務委託の追加整備の経費支出について
371,304

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（１月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（１２月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（１月分）
429,840

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（１０～１月分）の支出について
19,476

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（１月分）
519,674

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（1月分）
280,800

消防局 警防課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救助活動用　陽圧型化学防護服の購入経費の支出について
3,146,299
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消防局 司令課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市消防出初式用　訓練自動車の借入経費の支出について
194,400

消防局 司令課 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用薪（４）の購入経費の支出について
314,280

消防局 司令課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　熱画像直視装置充電器の購入経費の支出について
35,100

消防局 司令課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　移動式濃煙熱気実火災訓練施設の修繕経費の支出について
723,600

消防局 司令課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機通信指揮２の修理経費の支出について
137,160

消防局 司令課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防訓練用　移動式濃煙熱気実火災訓練施設の修繕経費の支出について
259,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託教育用　大阪府立消防学校　第230回専科教育（救助科）受講に係る必要経費の支出について
131,180

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会に伴う講師報償金の支出について
6,376

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　救急教育用医療用酸素ガス２Ｌ（二）ほか１点の購入経費の支出について
19,818

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について(１月分)　運営費
1,944

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 第６２回消防職員意見発表会実施に伴う講師報償金の支出について（２月４日実施分）
30,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
4,740

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式複写機複写料（１月分）の経費にかかる支出について
76,164

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用消防大学校　専科教育　新任教官科（第８期）受講に係る旅費の支出について
53,190

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 体育訓練用　体育訓練用ベンチ台外４点の購入経費の支出について
188,460

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校専科教育新任教官科（第８期）受講に係る必要経費の支出について
23,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　高度専門教育訓練センター第１教室エアコン修理に伴う支出について
42,033

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　海技免状更新申請に伴う経費の支出について
9,040

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 救急教育用　メディカルサポートバッグの購入経費の支出について
946,080

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　小型船舶操縦士免許更新再交付講習経費の支出について（１月14日～２月４日実施分）
24,750

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　小型船舶操縦士免許更新再交付講習経費の支出について（１月14日～２月４日実施分）
166,650

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 高度専門教育用　上級救助研修（第１期）「水難救助の 前線　特殊救難隊の隊員指導」に係る講師報償金の支出について
29,660

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 高度専門教育　上級救助研修（第1期）「自動車事故（多数救出）現場における医師の目線」に係る講師報償金について
23,280

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 高度専門教育　上級救助研修（第1期）「コーチングスキル」に伴う講師報償金について
22,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
62,120

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の経費にかかる支出について
13,532

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　火災制御訓練塔２階鉄扉ガラス修理に係る経費の支出について
27,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員研修用　訓練用車両借入費の支出について
194,400

消防局 北消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町予備救急車（Ａ３８４）オルタネータ取替修理経費の支出について
83,376

消防局 北消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　梅田出張所ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
17,064

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,244

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
8,558

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
432

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
328

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
13,716

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
8,469

消防局 北消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
2,700

消防局 北消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　テプラテープほか１点の購入経費の支出について
41,796

消防局 北消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（１月分）経費の支出について
18,217

消防局 北消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　大淀町出張所トイレ給水管の修理経費の支出について
45,360

消防局 北消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）ドライブレコーダーの修理経費の支出について
95,040

消防局 北消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
31,130

消防局 北消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー及びゴミ袋の購入経費の支出について
63,504

消防局 都島消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケットの洗濯及び同経費の支出について（１０月～１２月分）
9,180

消防局 都島消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自家給油取扱所計量器ホース修理経費の支出について
30,888

消防局 都島消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
6,215

消防局 都島消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
5,164

消防局 都島消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
410
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消防局 都島消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
9,612

消防局 都島消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
10,325

消防局 都島消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプの修理経費の支出について
29,160

消防局 都島消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
4,900

消防局 都島消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（１月分）
11,806

消防局 都島消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 福島消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５２)タイヤ交換修理の支出について
19,008

消防局 福島消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
11,060

消防局 福島消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
912

消防局 福島消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
729

消防局 福島消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
5,945

消防局 福島消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮支援車（ＣＣ３３８）ほか１台継続検査整備経費の支出について
62,996

消防局 福島消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　横断幕の作成設置委託経費の支出について
72,360

消防局 福島消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスの購入経費の支出について
9,849

消防局 福島消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器中圧ホースカップリング漏気修理経費の支出について
15,228

消防局 福島消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）支出について
16,349

消防局 福島消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６７）エンジンオイル交換整備経費の支出について
5,940

消防局 福島消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
25,950

消防局 此花消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
16,128

消防局 此花消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
14,040

消防局 此花消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
2,160

消防局 此花消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西九条出張所２階食堂流し配水管詰り修理に伴う経費の支出について
70,200

消防局 此花消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップほか３点買入に伴う経費の支出について
90,190

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
2,049

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
1,193

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
58,968

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
82

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
194

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
4,039

消防局 此花消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器２基修理に伴う経費の支出について
52,563

消防局 此花消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　エンジンオイルほか１点買入に伴う経費の支出について
22,464

消防局 此花消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３５７フロントターンシグナルランプ修理に伴う経費の支出について
6,156

消防局 此花消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機桜島６５修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 此花消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーの購入経費の支出について
11,275

消防局 此花消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車ＲＥ９車検整備の追加整備に伴う経費の支出について
47,217

消防局 此花消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車ＲＥ９車検整備に伴う経費の支出について
45,316

消防局 此花消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）支出について
16,182

消防局 此花消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式消防ポンプ修理に伴う経費の支出について
22,042

消防局 此花消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
36,840

消防局 此花消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ポリ袋の購入経費の支出について
13,737

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について（本署）
15,933

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　上町出張所ガレージ内手洗場配水管修理に伴う経費の支出について
43,200

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防運動行事用　中央区防火・防災図画展に係る設営及び撤去委託並びに経費の支出について
97,000

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（本署A353）左フロントターンシグナルランプ修理に伴う経費の支出について
8,640

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　無線機ハンドマイク（上町１０及び道頓堀１０）の修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（中央８００）修理に伴う経費の支出について
51,154

消防局 中央消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ修理に伴う経費の支出について
11,080

消防局 中央消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（上町ＳＴ２１３）右前輪パンク修繕に伴う経費の支出について
7,020
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消防局 中央消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）の支出について（上町出張所）
4,166

消防局 中央消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ニーパッド・エルボーパッド購入に伴う経費の支出について
60,480

消防局 中央消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　救急車（Ａ３５３）心電図モニター用充電コードの買入に伴う経費の支出について
15,120

消防局 中央消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　エアーコンプレッサー購入に伴う経費の支出について
21,600

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読経費の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
5,051

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
16,541

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署道頓堀出張所オーバーヘッドドア修理に伴う経費の支出について
93,960

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　中央消防署ガス衣類乾燥機修繕に伴う経費の支出について
18,684

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
3,348

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
502

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
2,562

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について１月分（管理費）
2,160

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について１月分（運営費）
22,371

消防局 中央消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（上町A395）エンジン起動不具合修繕に伴う経費の支出について
74,736

消防局 中央消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署道頓堀出張所の監視カメラ修繕に伴う経費の支出について
16,200

消防局 中央消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　段ボール箱外６点の買入に伴う経費の支出について
43,981

消防局 中央消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　レーザー距離計購入に伴う経費の支出について
38,016

消防局 中央消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　消火用ポリバケツ買入に伴う経費の支出について
32,400

消防局 中央消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
20,540

消防局 中央消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　自動車用バッテリーの買入に伴う経費の支出について
21,060

消防局 中央消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　インクカートリッジセットの買入に伴う経費の支出について
13,770

消防局 中央消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　基本工具一式の買入に伴う経費の支出について
6,480

消防局 中央消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布及びタオルケット洗濯に伴う経費の支出について（１０月～１２月分）
17,820

消防局 西消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）の支出について
17,841

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
17,787

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
6,980

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
560

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
345

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
2,592

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(Ａ３９４)エンジン整備経費の支出について
72,802

消防局 西消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用　救急車（Ａ３９４）レッカー搬送経費の支出について
30,780

消防局 西消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
386

消防局 西消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
6,184

消防局 西消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,008

消防局 西消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
492

消防局 西消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,026

消防局 西消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
14,796

消防局 西消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
8,480

消防局 西消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
22,108

消防局 西消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
19,720

消防局 西消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車１２ヶ月定期点検経費の支出について
11,448

消防局 西消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
6,048

消防局 西消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
304

消防局 西消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,240

消防局 西消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９４・Ａ３９１）２台のエンジンオイル交換経費の支出について
11,880

消防局 西消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,456

消防局 港消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
3,564
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消防局 港消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）ダイナモ交換修理経費の支出について
73,224

消防局 港消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）バッテリー取替修理経費の支出について
32,400

消防局 港消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
12,798

消防局 港消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
6,146

消防局 港消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
5,529

消防局 港消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
164

消防局 港消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）エンジンオイル交換（１月分）経費の支出について
5,940

消防局 港消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）ファンモーター交換修理経費の支出について
61,776

消防局 港消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０４）定期点検整備等（６カ月）経費の支出について
3,132

消防局 港消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）支出について
12,399

消防局 港消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３１０）車検整備等経費の支出について
18,630

消防局 港消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
16,240

消防局 大正消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急隊用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月）伴う経費の支出について
2,052

消防局 大正消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の車検整備等に伴う経費の支出について
18,360

消防局 大正消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　すべり止め付き軍手の購入に伴う経費の支出について
16,303

消防局 大正消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　布テープほか１点の購入に伴う経費に支出について
14,580

消防局 大正消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾の購入に伴う経費の支出について
10,260

消防局 大正消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（予備車ＳＴ２１９）のドアキャッチ部の修理に伴う経費の支出について
16,578

消防局 大正消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　スモークマシン専用液の購入に伴う経費の支出について
72,900

消防局 大正消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　プリンタ―用インクカートリッジほか１点の購入に伴う経費の支出について
36,720

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（管理費）
13,951

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（管理費）
676

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（管理費）
654

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（運営費）
4,320

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（運営費）
345

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（運営費）
420

消防局 大正消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について（運営費）
4,270

消防局 大正消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　本署ロボットゲートの修理に伴う経費の支出について
6,480

消防局 大正消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　プリンタ―用インクカートリッジの購入に伴う経費の支出について
14,212

消防局 大正消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
13,990

消防局 大正消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
12,894

消防局 天王寺消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　エアコン室外機修理に伴う経費の支出について
98,280

消防局 天王寺消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
26,817

消防局 天王寺消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
1,190

消防局 天王寺消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
1,416

消防局 天王寺消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３７１エンジンオイルほか１点交換経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３７１修理経費の支出について
107,892

消防局 天王寺消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　誘導灯非常バッテリー購入経費の支出について
51,192

消防局 天王寺消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ２９６修理経費の支出について
8,100

消防局 天王寺消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１月分）
13,870

消防局 天王寺消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
8,600

消防局 浪速消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 浪速消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署４階浴室給湯管修理に伴う経費の支出について
93,960

消防局 浪速消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ３３１ね５５１の１２カ月定期点検整備に伴う経費の支出について
6,372

消防局 浪速消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯（１０月～１２月分）に伴う経費の支出について
14,904

消防局 浪速消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　救助支援車の照明灯購入に伴う経費の支出について
99,360

消防局 浪速消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機浪速４０の修理に伴う経費の支出について
49,680

消防局 浪速消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）１月分
2,045
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消防局 浪速消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（管理費）１月分
1,168

消防局 浪速消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（運営費）１月分
16,167

消防局 浪速消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎整備用　浪速消防署の地下コア抜き工事に伴う経費の支出について
63,288

消防局 浪速消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出ついて（１月分）
10,240

消防局 浪速消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（１月分）
11,951

消防局 浪速消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００さ９８４７（Ｔ８６）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
54,000

消防局 西淀川消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 救急車（A359）タイヤ交換整備に伴う経費支出について
20,088

消防局 西淀川消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用 大型油圧救助器具エンジンポンプ用作動オイルの買入に伴う経費の支出について
13,500

消防局 西淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
427

消防局 西淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
3,780

消防局 西淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
328

消防局 西淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,755

消防局 西淀川消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機（西淀川３）修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西淀川消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務、庁舎衛生管理用 カートリッジテープほか1６点の買入に伴う経費の支出について
100,440

消防局 西淀川消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理 業務用トイレットペーパーほか４点の買入に伴う経費の支出について
57,585

消防局 西淀川消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用 熱画像直視装置（熱画像カメラ）用の充電式リチウムイオンバッテリの買入
20,520

消防局 西淀川消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用 ロープ買入に伴う経費の支出について
52,920

消防局 西淀川消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用 ロープの買入に伴う経費の支出について
66,960

消防局 西淀川消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 ポンプ車（Ｐ１２２）バッテリー交換整備及び経費の支出について
37,800

消防局 西淀川消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
20,500

消防局 西淀川消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１月分）に伴う支出について
14,217

消防局 淀川消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　消耗品（台所用洗剤ほか２３点）購入経費の支出について
94,800

消防局 淀川消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）支出について
25,468

消防局 淀川消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３、Ａ８０３、Ａ３８９）タイヤ付替え経費の支出について
15,552

消防局 淀川消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動二輪車整備用　情報収集用オフロードバイク点検修理経費の支出について
27,858

消防局 淀川消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　消耗品（トイレットペーパー）購入経費の支出について
14,688

消防局 淀川消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（淀川１５）修理経費の支出について
36,180

消防局 淀川消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊毛布・タオルケット洗濯（１０～１２月分）の経費の支出について
23,044

消防局 淀川消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２４３）排気ブレーキ修理経費の支出について
53,322

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰戻金（１月分管理費）支出について
892

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分管理費）支出について
5,724

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分管理費）支出について
184

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分管理費）支出について
1,968

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分運営費）支出について
2,268

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分運営費）支出について
8,316

消防局 淀川消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（１月分運営費）支出について
7,000

消防局 淀川消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　淀川消防署給湯器修理経費の支出について
26,568

消防局 淀川消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用（レーザー距離計ほか８点）購入経費の支出について
59,114

消防局 淀川消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１４）ホースカー修理経費の支出について
12,960

消防局 淀川消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２４３）ホースカー修理及びほか１台修理経費の支出について
75,438

消防局 淀川消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　資機材（ガス検知警報器）修理経費の支出について
55,512

消防局 淀川消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
45,940

消防局 淀川消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（淀川８００）修理経費の支出について
41,852

消防局 淀川消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）支出について
20,288

消防局 東淀川消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素調整器用減圧弁の修理に伴う経費支出について
15,120

消防局 東淀川消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　タンク車（Ｔ７４）ブレーキ装置修理に伴う経費の支出について
15,579

消防局 東淀川消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東淀川１５）修理に伴う経費の支出について
16,200
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消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
5,097

消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
7,128

消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・管理費）
984

消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・運営費）
3,477

消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車（なにわ５０１ま４２７８）の車検整備等に伴う経費の支出について
28,382

消防局 東淀川消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分・運営費）
2,160

消防局 東淀川消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）のオイル漏れ修理に伴う経費の支出について
45,262

消防局 東淀川消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
29,220

消防局 東淀川消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
20,399

消防局 東成消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞朝夕刊（本署）購読料の支出について（１０月～１２月分）
12,111

消防局 東成消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２１）バッテリー交換経費の支出について
46,440

消防局 東成消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７３）はしごロック装置修理経費の支出について
32,940

消防局 東成消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　掃除用洗剤ほか１３点購入経費の支出について
138,790

消防局 東成消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　カメラ用一脚ほか１点買入経費の支出について
7,128

消防局 東成消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７０）エンジンオイル交換経費の支出について（３）
5,940

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
15,546

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
4,988

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
92

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
420

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,754

消防局 東成消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署起震車車検経費の支出について
44,280

消防局 東成消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
16,160

消防局 東成消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中本出張所給湯器修理経費の支出について
15,444

消防局 東成消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（１０～１２月分）経費の支出について
20,798

消防局 生野消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　画板ほか５点買入経費の支出について
22,971

消防局 生野消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ９２）水量計上部ナイロンチューブ取替修理経費の支出について
12,960

消防局 生野消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
29,544

消防局 生野消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
2,458

消防局 生野消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
39,836

消防局 生野消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,616

消防局 生野消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（１月分）運営費
2,872

消防局 生野消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（１月分）運営費
2,500

消防局 生野消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ヘッドハーネスほか７点買入経費の支出について
63,320

消防局 生野消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　レーザー距離計ほか１点買入経費の支出について
36,936

消防局 生野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（巽北西公園）修理経費の支出について
37,886

消防局 生野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理経費の支出について
16,848

消防局 生野消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　生野消防署中川出張所待機室空調修理経費の支出について
102,600

消防局 生野消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（１月分）
10,399

消防局 生野消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
27,020

消防局 生野消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,412

消防局 生野消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
37,116

消防局 生野消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,650

消防局 生野消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
362

消防局 生野消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２１）継続検査等経費の支出について
23,490

消防局 生野消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメーター取替修理経費の支出について
16,200

消防局 旭消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２基修理経費の支出について
63,720

消防局 旭消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月～１２月）経費の支出について
12,111

消防局 旭消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）ヘッドランプバルブ交換修理経費の支出について
20,196
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消防局 旭消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車継続検査経費の支出について
24,894

消防局 旭消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
12,852

消防局 旭消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
328

消防局 旭消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,728

消防局 旭消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
3,694

消防局 旭消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
5,270

消防局 旭消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
2,300

消防局 旭消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
18,390

消防局 旭消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（１月分）経費の支出について
21,642

消防局 城東消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,677

消防局 城東消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
19,440

消防局 城東消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
902

消防局 城東消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
7,005

消防局 城東消防署 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
6,048

消防局 城東消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 司令車の継続検査点検整備の経費支出について
31,320

消防局 城東消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防火図画展会場設営撤去一式の経費支出について
91,800

消防局 城東消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車(ＳＴ２６９)バッテリー交換修理及び経費の支出について
39,960

消防局 城東消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９５）資器材収容扉の修理及び経費支出について
16,578

消防局 城東消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）ハザードスイッチ及びエアコンパネル照明バルブ取替修理の経費支出について
5,184

消防局 城東消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）ハザードスイッチ及びエアコンパネル照明バルブ取替修理の経費支出について
5,184

消防局 城東消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,961

消防局 城東消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
10,260

消防局 城東消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ABC消火器４型薬剤詰替えの経費支出について
28,080

消防局 城東消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
25,400

消防局 城東消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品(１月分)の購入経費の支出について
18,169

消防局 鶴見消防署 平成27年02月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）バッテリー交換経費の支出について
31,320

消防局 鶴見消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
31,000

消防局 鶴見消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
6,566

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
3,840

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
11,184

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
4,962

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
164

消防局 鶴見消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,330

消防局 鶴見消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
6,440

消防局 鶴見消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の経費の支出について
14,238

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１２月分）
320

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阪南出張所南側軽量シャッター補修工事経費の支出について
145,800

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生維持管理用　電気洗濯機の修理経費の支出について
13,392

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（１０～１２月）
19,008

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,134

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
7,117

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
2,948

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
820

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
240

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
4,430

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（阿倍野４）の修理経費の支出について
33,480

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
17,064
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消防局 阿倍野消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
29,550

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　綿滑り止め手袋外１点購入並びに同経費の支出について
22,291

消防局 阿倍野消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（１月分）経費の支出について
15,562

消防局 住之江消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
10,689

消防局 住之江消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
8,575

消防局 住之江消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　南港出張所ドア修理経費の支出について
50,760

消防局 住之江消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　コンパネほか４点買入に伴う経費の支出について
63,849

消防局 住之江消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ８）車検整備等に伴う経費の支出について
32,324

消防局 住之江消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８８）ＰＴＯレバー修理に伴う経費の支出について
37,087

消防局 住之江消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３２３）車検整備等に伴う経費の支出について
26,481

消防局 住之江消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（１月分）並びに同経費の支出について
93,258

消防局 住之江消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
328

消防局 住之江消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
216

消防局 住之江消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
7,116

消防局 住之江消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（１月分）経費の支出について
16,298

消防局 住之江消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
29,490

消防局 住之江消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入経費の支出について
28,792

消防局 住之江消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
15,984

消防局 住吉消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（１０月～１２月分）購読に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住吉消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗剤ほか１点購入に伴う経費の支出について
66,636

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
1,620

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
23,903

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
3,240

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
82

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
888

消防局 住吉消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
7,661

消防局 住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯に伴う経費の支出について（１０月～１２月分）
15,600

消防局 住吉消防署 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル製空気呼吸器修理に伴う経費の支出について
43,016

消防局 住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（１月分）の支出について
12,659

消防局 住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６６）バッテリー交換に伴う経費の支出について
49,248

消防局 住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　防爆携帯無線機（住吉８００）修理に伴う経費の支出について
18,938

消防局 住吉消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車　車検整備等の追加整備に伴う経費の支出について
5,400

消防局 住吉消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車　車検整備等に伴う経費の支出について
35,208

消防局 住吉消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
14,430

消防局 東住吉消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　訓練施設設営資材（シナベニア４種類）購入経費の支出について
44,280

消防局 東住吉消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　住宅用強力洗剤ほか３点購入経費の支出について
21,654

消防局 東住吉消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署杭全出張所食堂の排水管修理にかかる経費の支出について
75,600

消防局 東住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
2,808

消防局 東住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
574

消防局 東住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　管理費
120

消防局 東住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　ユニホルダー購入経費の支出について
3,186

消防局 東住吉消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（１月分）支出について　運営費
2,700

消防局 東住吉消防署 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器部品（ヘッドハーネスほか５点）購入経費の支出について
59,119

消防局 東住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
1,643

消防局 東住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
17,280

消防局 東住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署矢田出張所給湯器リモコン取替にかかる経費の支出について
19,440

消防局 東住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
164

消防局 東住吉消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　運営費
8,640
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消防局 東住吉消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
29,110

消防局 東住吉消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
15,250

消防局 東住吉消防署 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署矢田出張所ドアクローザー修理経費の支出について
38,880

消防局 平野消防署 平成27年02月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野消防署加美出張所オーバードアの修理経費の支出について
185,760

消防局 平野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素調整器の修理に伴う経費の支出について
19,440

消防局 平野消防署 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）並びに同経費の支出について
26,265

消防局 平野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
10,260

消防局 平野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
922

消防局 平野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
7,236

消防局 平野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
2,706

消防局 平野消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
9,148

消防局 平野消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ及び番線等の買入経費の支出について
49,528

消防局 平野消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の車検整備等に伴う経費の支出について
22,140

消防局 平野消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　漂白剤ほか２２点購入に伴う経費の支出について
137,295

消防局 平野消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 車両整備用　車両固形ワックスほか１４点の購入に伴う経費の支出について
64,983

消防局 平野消防署 平成27年02月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について
12,980

消防局 平野消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
25,990

消防局 西成消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　ウエスほか５点購入に伴う経費の支出について
71,625

消防局 西成消防署 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（１０月～１２月分）及び同経費の支出について
12,111

消防局 西成消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１２月分）に伴う経費の支出について
18,330

消防局 西成消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ４台修理に伴う経費の支出について
134,897

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
300

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
1,334

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）　管理費
970

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
1,620

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
37,164

消防局 西成消防署 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
8,240

消防局 西成消防署 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）及び同経費の支出について
32,886

消防局 西成消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（１月分）
16,950

消防局 西成消防署 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ＣＣ３２４バックドア修理に伴う経費の支出について
28,296

消防局 水上消防署 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備経費の支出について
13,176

消防局 水上消防署 平成27年02月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 船舶整備用　水上バイク用バッテリーの購入経費の支出について
32,400

消防局 水上消防署 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（１０月～１２月分）経費の支出について
8,424

消防局 水上消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）継続検査経費の支出について
36,342

消防局 水上消防署 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６)継続検査の追加整備の支出について
5,421

消防局 水上消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
386

消防局 水上消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）経費の支出について
10,056

消防局 水上消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）管理費
328

消防局 水上消防署 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）運営費
455

消防局 水上消防署 平成27年02月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
46,440

消防局 水上消防署 平成27年02月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
11,580

消防局 救急課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（１２月分）
77,976

消防局 救急課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用プロバイダー使用料の支出について（平成２６年１２月分・平成２７年１月分）
2,706

消防局 救急課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（１月分）
5,054

消防局 救急課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（１月分）
5,778

消防局 救急課 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）経費の支出について（10・11月分）
5,547,383

消防局 救急課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（１月分）
2,723

消防局 救急課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（１月分）
49,416
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消防局 救急課 平成27年02月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 「救急安心センターおおさか」事業広報啓発資材のデザイン委託経費の支出について
1,299,888

消防局 救急課 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 「救急安心センターおおさか」電話救急医療相談プロトコールシステム機能改修業務委託経費の支出について
2,060,640

消防局 救急課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（1月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成27年02月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材滅菌処理業務委託（概算契約）経費（第３四半期分）の支出について
1,650,240

消防局 救急課 平成27年02月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　心電図モニター用バッテリの購入経費の支出について
2,004,912

消防局 救急課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用炭酸ガス（ＣＯ２）１０ｋｇほか１点の購入に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
5,940

消防局 救急課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　マギールかん子の購入経費の支出について
55,080

消防局 救急課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　針廃棄容器（携帯用）ほか１点の購入経費の支出について
127,440

消防局 救急課 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業務委託に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
677,484

消防局 救急課 平成27年02月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（１２月分）
1,127,742

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１１月分）
8,201

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（１２月分）の支出について
143,714

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（１２月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（１２月利用分）の支出について
318,147

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（１２月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（１２月分）の支出について
2,064

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（１２月利用分）の支出について
32,169

危機管理室 危機管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（１１月分）
610

危機管理室 危機管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１２月分）の支出について
15,530

危機管理室 危機管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１２月分）の支出について
30,402

危機管理室 危機管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（１２月分）の支出について
69,495

危機管理室 危機管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（１２月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用クリップ（小）ほか５点の購入にかかる費用の支出について
21,524

危機管理室 危機管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（１月分）の支出について
2,766

危機管理室 危機管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助物資の備蓄用産業廃棄物管理票（マニフェスト）の購入にかかる支出について
2,500

危機管理室 危機管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用ほうきほか５点の購入にかかる費用の支出について
26,082

危機管理室 危機管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（１月分）の支出について
28,346

危機管理室 危機管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（１月分）の支出について
2,765

危機管理室 危機管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 「国土強靭化地域計画策定セミナー」参加に伴う出張にかかる旅費の支出について
37,540

危機管理室 危機管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（１２月使用分）の支出について
10,337

危機管理室 危機管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（１月分）
38,853

危機管理室 危機管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（２月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練図上訓練に使用するモニター等設営撤去業務委託の実施について
318,600

危機管理室 危機管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１月分）の支出について
21,330

危機管理室 危機管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（１月分）の支出について
87,910

危機管理室 危機管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用カラーレーザートナー外８点の買入にかかる経費の支出について
56,203

危機管理室 危機管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実（宿日直体制）用畳ベッドの購入にかかる支出について
104,760

危機管理室 危機管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１月分）の支出について
23,251

危機管理室 危機管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実（宿日直体制）用時計の購入にかかる支出について
4,806

危機管理室 危機管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実（宿日直体制）用パーテーション外６点の購入にかかる支出について
79,920

危機管理室 危機管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（１月分）の支出について
7,435

危機管理室 危機管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　庁用器具費 危機管理体制の充実（宿日直体制）用パーテーション外６点の購入にかかる支出について
61,560

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（1月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 平成２６年度関西広域応援訓練（図上訓練）の開催における職員の派遣に伴う旅費の支出について
2,100

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（１月分）
64,115

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（１２月分）の支出について
6,459

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（１月分）の支出について
39,338



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練図上訓練における携帯電話使用料の支出について
10,465

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
16,561

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
400

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（１月分）
1,370

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
776

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（１月分）
456

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（１月分）の支出について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理訓練用大阪市震災総合訓練におけるテレビ会議システム通信使用料の支払いについて
30,958

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（1月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（１月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（１月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（１月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（１月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（１月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（１月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練図上訓練実施に伴う携帯電話の賃貸について
43,740

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（３月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（３月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（２月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　庁用器具費 危機管理体制の充実（宿日直体制）用テレビの購入にかかる支出について
54,000

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（1月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（1月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 第39回大阪市特定団体経営監視会議の実施（１月27日）に係る経費の支出について
71,855

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
5,500

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２７年１月分）
10,756

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 CD-R外２８点の購入にかかる経費の支出について
56,634

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２７年１月分）
13,053

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２７年１月分）の支払いについて
1,607

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年１月）
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年１月分）
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年１月）
6,993

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（1月分）
121,792

契約管財局 契約課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０５７４－１０５９１号」ほか１点の購入経費の支出について
53,208

契約管財局 契約課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書　追録２３０号」ほか３点の購入経費の支出について
16,579

契約管財局 契約課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「Adobe Acrobat XI Standard」買入及び同経費の支出について
27,831

契約管財局 契約課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治１０月号ほか１８点」の購入経費の支出について
21,700

契約管財局 契約課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
855

契約管財局 契約課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
1,120

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成27年１月分）
1,410

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成27年1月分）
168,830

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成27年１月分）
1,732,855

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成27年１月分）
75,506

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
99,051

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
8,877

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について(平成27年１月)
89,738

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について（平成27年1月分）
4,567
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契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
245,950

契約管財局 契約課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成27年２月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成27年１月分）
57,825

契約管財局 契約制度課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年1月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年1月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年1月分）
7,487,888

契約管財局 契約制度課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について
18,900

契約管財局 契約制度課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１４５回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費
契約事務用「電子調達システム運用保守業務委託に関する立入検査」及び「電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議」等に係る職員派遣及び同経費の支出につ
いて 29,094

契約管財局 契約制度課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年1月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年1月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年1月分）
1,490

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年９月分）
1,420

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年11月分）
1,810

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年12月分）
3,560

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年10月分）
3,220

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年12月分）
7,760

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年11月分）
5,990

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年９月分）
4,780

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成26年10月分）
8,920

契約管財局 契約制度課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年1月分）
7,580

契約管財局 契約制度課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報償費の支出について
10,800

契約管財局 契約制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「わかりやすい建設業法の手引」追録購入にかかる需用費の支出について
6,868

契約管財局 契約制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年1月分）
156,222

契約管財局 契約制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年1月分）
198,834

契約管財局 契約制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年1月分）
16,815

契約管財局 管財課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（１２月分）
1,257

契約管財局 管財課 平成27年02月04日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－６）
234,360

契約管財局 管財課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－７）
273,240

契約管財局 管財課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－２）
156,600

契約管財局 管財課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用地方自治関係実例判例集の追録の購読に係る経費の支出について
3,394

契約管財局 管財課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（１月分）
4,546

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用納付書・領収証書・収入報告書（ＯＣＲ用紙）買入にかかる経費の支出について
55,620

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－１－２）
535,680

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－１－１）
494,640

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－４）
602,640

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用意見書作成に係る経費の支出について（27年3月入札分-11）
43,200

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－３）
730,080

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－８）
879,120

契約管財局 管財課 平成27年02月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－１０）
195,480

契約管財局 管財課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,640

契約管財局 管財課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
734

契約管財局 管財課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年３月入札－９）
227,880

契約管財局 管財課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について
1,068,120

契約管財局 管財課 平成27年02月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について
1,068,120

契約管財局 管財課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 不動産売却にかかる現地見学会及び所有権移転にかかる事前打ち合わせに伴う管外出張旅費の支出について（平成27年２月23～24日分）
37,020

契約管財局 管財課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について
111,088

契約管財局 管財課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式借入にかかる経費の支出について
2,484
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契約管財局 管財課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入並びに同経費の支出について
83,808

契約管財局 管財課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場機械警備業務委託『長期継続』の経費の支出について（１月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用国有財産関係法令通達集外４点の追録の購読に係る経費の支出について
39,066

契約管財局 管財課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
3,350

契約管財局 管財課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
17,130

契約管財局 管財制度課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（２月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号９）
30,857

契約管財局 管財制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第748回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
112,035

契約管財局 管財制度課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 不動産評価に関する講習会（平成27年２月６日）の講師謝礼金の支出について
22,800

契約管財局 審査課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年版　譲渡所得の実務と申告」の購入経費の支出について
2,620

契約管財局 審査課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年版　譲渡所得の実務と申告」の購入経費の支出について
1,070

契約管財局 審査課 平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報償費　報償金 用地事務用）平成26年度コンプライアンスに関する府市合同研修実施に伴う報奨金の支出について
16,188

契約管財局 審査課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 用地事務用）平成26年度コンプライアンスに関する府市合同研修実施に伴う報奨金の支出について
6,612

契約管財局 審査課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
500

契約管財局 審査課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
1,801

契約管財局 審査課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
4,882

契約管財局 審査課 平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建設物価２０１５年１月号外７点」の購入経費の支出について
41,836

契約管財局 審査課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「建設物価２０１５年１月号外７点」の購入経費の支出について
17,088

契約管財局 審査課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法外１点」の購入経費の支出について
7,668

契約管財局 審査課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法外１点」の購入経費の支出について
3,132

契約管財局 審査課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
369

契約管財局 審査課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明・契約書調印並びに管外出張旅費の支出について
30,020

契約管財局 審査課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業　十三吹田線用地取得に伴う補償説明・契約書調印並びに管外出張旅費の支出について
30,020

契約管財局 審査課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
4,933

契約管財局 審査課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
492

契約管財局 審査課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年１月分）
460

契約管財局 審査課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年１月分）
65,086

契約管財局 審査課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年１月分）
26,584

契約管財局 審査課 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（2月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（1月分）
16,200

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
826,200

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
4,529,445

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　正蓮寺川北岸線　土地売買代金の支出について
7,575,690

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
492,600

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
651,200

契約管財局 用地課 平成27年02月02日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
662,000

契約管財局 用地課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
1,989,650

契約管財局 用地課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
911,520

契約管財局 用地課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託（２）の支出について
2,059,560

契約管財局 用地課 平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　占有者立退補償金の支出について(後金払)
2,294,900

契約管財局 用地課 平成27年02月18日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線・乾正覚寺線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
2,030,832

契約管財局 用地課 平成27年02月18日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線・乾正覚寺線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
18,103,150

契約管財局 用地課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について(後金払)
6,067,650

契約管財局 用地課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　大阪外環状線連絡線付属街路２号線　土地売買代金の支出について
7,775,903

契約管財局 用地課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について(前金払)
2,897,650

契約管財局 用地課 平成27年02月20日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について
492,600

契約管財局 用地課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【１月分】
848,880

契約管財局 用地課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
4,528,600
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契約管財局 用地課 平成27年02月23日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
538,700

契約管財局 用地課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託（単価契約その２）の支出について【１月分】
4,139,100

こども青少年局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（１２月分）ＭＰ４０００Ｆ
1,356

こども青少年局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入（再リース）経費の支出について（平成26年12月分）
1,982

こども青少年局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（1月分）
1,800

こども青少年局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　被服費 平成２６年度調理業務用靴買入経費の支出について
28,215

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度説明会の出席及び同経費の支出について
58,860

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　シュレッダー用ごみ袋・ディスクカッター替マットの買入にかかる経費の支出について
16,416

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（27年1月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成27年1月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その2）（平成27年1月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（27年1月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（27年）
218,099

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について　１月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（27年1月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコンの調達の実施及び同所要経費の支出について（27年1月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（２階企画部）１月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（地下1階）１月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　被服費 平成２６年度保育業務用保育靴（バレーシューズ）買入経費の支出について
1,672,012

こども青少年局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
332,424

こども青少年局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（１月分）
637,556

こども青少年局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 発令用印影印刷辞令用紙の印刷及び同経費の支出について
10,497

こども青少年局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機インク・マスターの買入にかかる経費の支出について
38,448

こども青少年局 青少年課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（１２月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 みおつくしの鐘打鐘のつどい運営補助ボランティア活動費等の支出について
2,000

こども青少年局 青少年課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 平成27年度大阪市若者自立支援事業委託事業業者決定に伴う審査・選定会議にかかる報償費の支出について
66,620

こども青少年局 青少年課 平成27年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２月分１回目）
34,608,681

こども青少年局 青少年課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 平成27年度大阪市青少年活動促進事業等委託事業者決定に伴う審査・選定会議にかかる報償費の支出について
154,805

こども青少年局 青少年課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 平成２６年度青少年指導員中央研修会講師謝礼の支出について
32,800

こども青少年局 青少年課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度市内出張交通費（１月分）の支出について
2,760

こども青少年局 青少年課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度青少年指導員中央研修会会場使用料の支出について
17,240

こども青少年局 青少年課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成27年2月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（１月分）
9,700

こども青少年局 青少年課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成27年1月分）
7,160

こども青少年局 青少年課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 みおつくしの鐘打鐘のつどい用物品借り入れ経費の支出について
57,888

こども青少年局 青少年課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２月分２回目）
23,991,328

こども青少年局 経理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度建物補修・改修図面（建築）他２点の作成並びに同所要経費の支出について
11,469

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
82,385

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
34,663

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
400

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,441

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,134

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,870

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,100

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
7,087

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,200

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,942

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
450
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こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,182

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
18,590

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
738

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,000

こども青少年局 経理課 平成27年02月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
164

こども青少年局 経理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　シーリング材　外３８点の購入経費の支出について
513,842

こども青少年局 経理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　シーリング材　外３８点の購入経費の支出について
66,010

こども青少年局 経理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　溶接機　外１点の購入経費の支出について
3,780

こども青少年局 経理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 備品購入費　機械器具費 直営修繕作業用　溶接機　外１点の購入経費の支出について
71,798

こども青少年局 経理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（１月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（２月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（12月分）
37,390

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
82

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
120

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
5,580

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
13,280

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
31,903

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
676

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
17,709

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
2,081

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
756,954

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
18,400

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
6,598

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
16,626

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
56,937

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
120

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
8,386

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
13,920

こども青少年局 経理課 平成27年02月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（１２月分）
2,242

こども青少年局 経理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（1月分）
33,350

こども青少年局 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府内）
248,400

こども青少年局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年２月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
47,415,000

こども青少年局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年２月５日支払児童手当給付費の支出について
13,237,197,730

こども青少年局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年２月５日支払児童手当給付費の支出について(追加)
4,280,000

こども青少年局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当事務用総合福祉改ざん防止用紙（Ａ４カット紙）印刷経費の支出について
334,800

こども青少年局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)（その１）
8,844,560

こども青少年局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第４四半期）
1,089,900

こども青少年局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 歯科健康診査事業用　歯科ミラー　外１点の購入経費の支出について
755,989

こども青少年局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２６年１２月分）
519,251

こども青少年局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（12月分）
29,786

こども青少年局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（12月分）
68,080

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 私立幼稚園教員等研修事業委託業者選定会議にかかる報償金の支出について（第１回）
49,065

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 発達障がい児等特別支援教育相談事業委託業者選定会議にかかる報償金の支出について（第１回）
49,865

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府外）
10,613,290

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　12月分（府内）
3,510

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　12月分（府内）
327,360

こども青少年局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　12月分（府内）
5,456

こども青少年局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
10,230
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こども青少年局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
6,870

こども青少年局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
5,880

こども青少年局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録（第７６５～７６６号）の買入にかかる経費の支出について
8,942

こども青少年局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)（その２）
2,206,440

こども青少年局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（２月分）について
61,510,000

こども青少年局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市訪問型病児保育モデル事業、確定加算額の支出について（第３四半期）
47,044

こども青少年局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)（その３）
2,284,200

こども青少年局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 総合福祉システム所得計算の設定誤りによる児童手当給付費の支出について
440,000

こども青少年局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 平成26年度後期　幼児歯科健康診査等事業用 速乾性擦式手指消毒液 外１１点の購入経費の支出について
623,721

こども青少年局 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度児童手当交付金額確定による返納金の支出について
48,889

こども青少年局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
14,280

こども青少年局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第３四半期)（その４）
8,851,380

こども青少年局 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第３四半期分)すみれ乳児院 除く
158,850

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国児童委員研究協議会参加にかかる旅費の支出について
37,660

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度　乳児家庭全戸訪問事業に係る経費の支出について（第3四半期）
14,723,310

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度　養育支援訪問事業（専門的家庭訪問支援事業）に係る経費の支出について（第3四半期）
2,874,864

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（平成２７年１月分）
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　１月分（府内）
187,295,110

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　１月分（府内）
184,470

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　母子訪問指導事業に係る経費の支出について（第3四半期）
1,981,629

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　出産前小児保健指導事業に要する委託料の支出について　12月実施分
24,688

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第18回目）
29,211,840

こども青少年局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No13
1,430,260

こども青少年局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会（西・北ブロック）の講師謝礼の支払いについて
15,210

こども青少年局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国児童委員研究協議会参加にかかる会費の支払いについて
4,000

こども青少年局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）１月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（北区外７件・１８園分）１月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施経費の支出について（東成区外９区・２９園分）１月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
55,677

こども青少年局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２７年１月分）
555,746

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第３四半期分)すみれ乳児分
251,450

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度　大阪市母子保健関連事業委託事業者選定会議にかかる謝礼の支出について
49,415

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
229,770

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第19回目）
15,891,100

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（１月分）
14,881

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
1,175,425

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その４）第５回
277,776

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その３）第５回
405,432

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その１）第５回
62,208

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その２）第５回
147,832

こども青少年局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について（第９回）
142,707

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（12月分）
483,060

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１２月分）の支出について
14,100

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(４～１２月請求分）
127,182

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（１０～１２月分 １回目）
31,789,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第１回大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に係る報酬及び費用弁償の支出について
64,020

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第１回大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に係る報酬及び費用弁償の支出について
2,040

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（２月分）
407,859,251
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こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費（１月分）の支出について
372,511

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（10月、11月分）
2,608,016

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（12月・１月請求分）の支出について
11,634,356

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設措置費法外援護費（12月・１月請求分）の支出について
410,660

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成27年２月期随時払）
25,674,440

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)経費の支出について（1月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる１２月分措置費の支出について
609,260

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（１０～１２月分 ２回目）
4,534,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月分）
1,016,356

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる１月分措置費の支出について
294,796

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮外３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（２月分）
66,108,966

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（２月分）の支出について
27,365,700

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度児童虐待防止研究集会の講師にかかる謝礼金等の支出について
24,660

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
104,810,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１月概算払追給分）
34,482,878

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
102,933,187

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１２月診療２月払い分）
27,058

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１２月診療２月払い分）
18,066,027

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１２月診療２月払い分）
157,612

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる１２月分措置費の支出について
2,426,690

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(１２月診療２月払い分）
22,272,361

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（１月審査分）
6,040,408

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（１月審査分）
306,328

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
6,420,976

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２６年１２月分・ひとり親ライン）の支出について
2,280

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
3,252,568

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
354,904

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（１月追加分）
466,461

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（２月決定分）
10,246,946

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（１２月分）
268,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(１２～1月請求分）
229,777

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる１月分措置費の支出について
545,037

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（１月審査分：基金）
2,103,733

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年１月分）の支出について
17,940

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（１月審査分）
20,395,948

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（１月分）
3,947,767

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分）
477,572,725

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる措置費の支出について（２月分）
365,990

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（２月分）の支出について
168,830

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年１月分・ひとり親ライン）の支出について
9,660

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払分：基金）
64,204,862

こども青少年局 こども家庭課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（１０～１２月分 ３回目）
2,400,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１２月分）の支出について
16,720

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阿武山学園桜寮ガス配管修繕実施経費の支出について
5,832

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（１２月分）
29,403

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（１２月分）
39,348

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（１２月分）
196,129

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（１２月分）
102,536
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こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（１２月分）
14,684

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（１２月）
25,628

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（１２月分）
84,003

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（１２月分）
128,987

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入及び同経費の支出について（１２月分）
121,555

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入及び同経費の支出について（１２月）
464,331

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（１２月分）
138,521

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（１２月分）
112,329

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　クリスマスケーキ買入にかかる経費の支出について（１２月分）
20,250

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（２月分）
244,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（１２月分）
530,328

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　もち米買入及び同経費の支出について
32,324

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（１２月分）
428,297

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
1,722

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
6,710

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（１月分）
11,761

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について（１月分）
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（１月分）
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（１２月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（１月分：１月１日～１月３１日）
69,450

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（１２月～１月分）の支出について
1,121,558

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（１２月～１月分）の支出について
775,810

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園銀杏寮ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
7,560

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（１月分）
21,778

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（１月分）
80,684

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（１月分）
227,998

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（１月分）
106,734

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（１月分）
15,895

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（１月分）
100,449

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（１月分）
9,929

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（１月分）
432,819

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（１月分）
30,494

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（１月分）
167,361

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（１月分）
4,289

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成２６年度第４回近畿児童自立支援施協議会機関紙「こもれび」編集会議の参加にかかる経費支出について
2,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用はしつくりセット外４点　買入及び同経費の支出について
142,101

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ラジオ作成セット外１点　買入経費の支出について
123,500

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園向日葵寮洗濯機修繕実施及び同所要経費の支出について
7,506

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（１月分）
409,248

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園事業用公用車車検整備及び車検代行処理業務にかかる経費の支出について
2,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　損害保険料 阿武山学園事業用公用車車検整備及び車検代行処理業務にかかる経費の支出について
54,210

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 公課費　公課費 阿武山学園事業用公用車車検整備及び車検代行処理業務にかかる経費の支出について
31,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用砥石外１１１点　買入および同所要経費の支出について（平成２７年１月～平成２７年３月分：日用品類）
1,263,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（１月分）の支出について
5,130

こども青少年局 運営担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月16日実施分）
2,160

こども青少年局 運営担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（１２月分）の支出について
2,682,569

こども青少年局 運営担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について
4,374
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こども青少年局 運営担当 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 運営担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２６年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第１グループ＞への参加にかかる所要経費の支出について
32,870

こども青少年局 運営担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第１グループ＞参加費の支出について
1,950

こども青少年局 運営担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月前半分）
60,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（１２月分）の支出について
2,324,012

こども青少年局 運営担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月前半分）
10,024

こども青少年局 運営担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月前半分）
400

こども青少年局 運営担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１０月分）の支出について
716,373

こども青少年局 運営担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１２月分）
177,376

こども青少年局 運営担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（１２月分）
22,420

こども青少年局 運営担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（12月分）
25,758

こども青少年局 運営担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（12月分）
51,438

こども青少年局 運営担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（12月分）
28,576

こども青少年局 運営担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.019）
4,006,860

こども青少年局 運営担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月27日実施分）
2,640

こども青少年局 運営担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集・運搬業務委託費用の支出について（12月分）
31,449

こども青少年局 運営担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月26日実施分）
6,840

こども青少年局 運営担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について（光IP電話通話料）
515,684

こども青少年局 運営担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月19日実施分）
3,320

こども青少年局 運営担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月28日実施分）
1,600

こども青少年局 運営担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月20日実施分）
53,810

こども青少年局 運営担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２６年度「児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員等合同研修」への参加にかかる資料代の支出について（平成27年1月27日～29日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所事業用ゴミ袋外96点の支出について
1,277,073

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
380

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年1月28日実施分）
73,640

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
408

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
29,460

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
3,254

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（１月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月後半分）
1,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（１月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器（平野分室）借入経費の支出について（１月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（１月分）の支出について
324,780

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（１月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（１月分）の支出について
194,400

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月17日実施分）
14,300

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２６年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞への参加にかかる所要経費の支出について
32,870

こども青少年局 運営担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞参加費の支出について
1,950

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（１月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第８回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月3日実施分）②
25,120

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月3日実施分）
9,440

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外15区分）業務委託契約にかかる支出について（平成27年１月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成27年１月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成27年1月分）
2,521,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月4日実施分）
1,940

こども青少年局 運営担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.020）
2,974,847
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こども青少年局 運営担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について（平野分室）
21,554

こども青少年局 運営担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１２月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
34,574

こども青少年局 運営担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター用ＡＥＤ借入経費の支出について（1月分）
4,200

こども青少年局 運営担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費の支出について（1月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１０月追加分・１１月分）の支出について
633,937

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月6日実施分）
29,360

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（１月分）
69,404

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２７年１月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２７年１月分）の支出について
291,600

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター清掃業務委託料（平成２７年１月分）の支出について
441,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２７年１月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（１月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
64,020

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成27年1月分）
14,562,160

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
2,080

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 スクールカウンセラー事業用　色鉛筆外２点の買入にかかる支出について
93,528

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所等事業用水性顔料マーカー外44点の支出について
42,098

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成26年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第５回）
29,520

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所事業用男児用パンツ外10点の支出について
620,190

こども青少年局 運営担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所等事業用水性顔料マーカー外44点の支出について
93,766

こども青少年局 運営担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（平成２７年１月分）の支出について
271,372

こども青少年局 運営担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１２月分）の支出について
117,011

こども青少年局 運営担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験試験官業務従事にかかる出張旅費の支出について（平成26年10月12日実施分）
440

こども青少年局 運営担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（１月分）
58,494

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
35,380

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 更新申込書用封筒兼現況届用封筒外２点の印刷にかかる経費の支出について（２回目）
296,460

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
18,160

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（９月申請分）
301,920

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 特別徴収通知所要封筒外１点の作成にかかる経費の支出について（第４回支払い・完納）
423,360

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 食品業関係モデル文例・書式集の支出について
3,492

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（子ロバ乳児園）
7,500,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間保育所整備補助金額の支出について
79,261,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
35,520

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度　市内出張交通費（１２月分）の支出について
69,270

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（2月分）の支出について
2,799,930,680

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員１月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
24,390

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所入所承諾書兼決定通知書用封筒の買入にかかる経費の支出について
259,891

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 必要書類提出のご案内外４点の印刷及び同所要経費の支出について
563,207

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（くじら保育園）
5,509,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
29,140

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 生活管理指導表（アレルギー疾患用）に関する研修会に係る所要経費の支出について（報奨金）
47,420

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 わかりやすい食品衛生の手引　追録５１-５２号の支出について
7,592

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 わかりやすい給食・栄養管理の手引　追録１９号他１件の支出について
7,550

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ（家庭的保育）事業の実施及び同所要経費の支出について（保育所実施型）第３四半期分
24,894,276

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市民間保育所整備補助事業にかかる補助金の支出について（御堂筋本町ちどり保育園整備事業）
101,012,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（大阪信愛保育園）
636,000
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こども青少年局 保育企画課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（1月分）
71,250

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（１月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（11月開所分：１回目）
2,916,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（2月分）の支出について
6,460,360

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
29,460

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（５月申請分）
479,520

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（１月分）
130,753

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度（１月～３月）総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託（概算契約）の実施経費の支出について
67,198

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
740

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
740

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
480

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
500

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第2回こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
970

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 食品衛生関係手続マニュアル　追録３０号の支出について
3,583

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度民間保育所等事業者説明会（3月12日）の開催にかかる会場使用料の支出について
44,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（１１月差額・１２・１月分）の支出について（石川県羽咋市：こすもす保育園）
172,260

こども青少年局 保育企画課 平成27年02月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成26年　過年度）の還付について（２月分）
212,330

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２６年１０月分）
54,960

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ２月２日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月３～６日）２月１週
6,324

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ２月２日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月３～６日）２月１週
22,486

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
604,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　消火器の購入及び同経費の支出について
7,344

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ２月２日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（２月３～６日）２月１週
4,100

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　電子ミシンの購入及び同経費の支出について
21,384

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　ベビースケール経費の支出について
28,728

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 野田保育所調乳室給湯器修繕所要経費の支出について
17,820

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム１２月分）の支出について
476,170

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託（10月分・11月分）にかかる経費の支出について
208,926

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（12月分）
110,244

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（12月分）
529,981

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 東中浜保育所調理室給水設備緊急修繕工事（その２）の実施経費の支出について
237,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（１２月分）
931,824

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ２月９日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月１０～１３日）２月２週
1,008



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ２月９日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月１０～１３日）２月２週
9,778

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 天下茶屋保育所ポータブルアンプ修繕所要経費の支出について
24,300

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉保育所病後児室空調機点検作業所要経費の支出について
10,692

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 生野保育所４歳児保育室空調機点検作業所要経費の支出について
7,236

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ２月９日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（２月１０～１３日）２月２週
1,300

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 小田町保育所１歳児保育室空調機洗浄作業の支出について
70,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南生野保育所２・３歳児用トイレ内ガス栓工事経費の支出について
5,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 木川第１保育所４歳児保育室空調機分解洗浄作業経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 野田保育所調理室空調機点検作業経費の支出について
9,180

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 加島第１保育所３歳児保育室空調機分解洗浄作業経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用全自動洗濯機の購入及び同経費の支出について（住吉乳児保育所）
40,068

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 ２月１６日支出分　所外保育にかかる賃金の支出について（２月１７～２０日）２月３週
784

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ２月１６日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月１７～２０日）２月３週
9,752

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ２月１６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月１７～２０日）２月３週
21,266

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　保育日誌ほか３点印刷・購入及び同所要経費の支出について
1,360,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　コンパクトデジタルカメラの購入及び同経費の支出について
28,512

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　印刷製本費 保育所用　保育証書ほか１点の印刷及び所要経費の支出について
180,576

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ２月１６日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（２月１７～２０日）２月３週
27,700

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　トナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
235,407

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用　ワイヤレスマイクほか３点の購入及び同経費の支出について
47,520

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 豊里第１保育所庇修繕工事の実施及び同所要経費の支出について
397,440

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所保育用　ワイヤレスマイクほか３点の購入及び同経費の支出について
97,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 ガラス２枚引違い保管庫の購入及び同経費の支出について
31,104

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 北中本保育所調理室ガス配管取替工事経費の支出について
12,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御幸保育所調理室給湯器修繕経費の支出について
42,228

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鯰江保育所２歳児及び３歳児保育室空調機修繕の支出について
78,850

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 浪速第１保育所１歳児保育室空調機点検作業経費の支出について
9,504

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ＥＶＡたたみマットほか２点の購入及び同経費の支出について
50,621

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　主食料納入袋ほか２点の購入及び同所要経費の支出について
52,774

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 関目保育所電気錠設備他緊急修繕工事の実施経費の支出について
386,640

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南生野保育所２歳児保育室空調機修繕経費の支出について
110,376

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西淡路第2保育所調理室給湯器修繕の所要経費の支出について
18,252

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 矢田教育の森保育所３歳児室空調機点検作業経費の支出について
11,772

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（１月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（１月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（１月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（１月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（２月分）
375,086,645

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（１月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　ＥＶＡたたみマットほか２点の購入及び同経費の支出について
41,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ２月２３日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（２月２４～２７日）２月４週
5,228

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ２月２３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（２月２４～２７日）２月４週
27,617

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所　保育用物品　シュレッダーの購入及び同経費の支出について
44,712

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ２月２３日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（２月２４～２７日）２月４週
7,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西大道保育所調理室給湯器修繕の実施経費の支出について
22,626

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ１月分）の支出について
113,733

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第３四半期分）
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 公立保育所の民間移管にともなう弁護士意見書作成費用の支出について（意見書２通目）
270,000
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２６年１１月分）
74,110

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
418,550

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 住吉保育所病後児室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
626,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 浪速第５保育所調理室食器消毒保管庫点検作業経費の支出について
16,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 酉島保育所３歳児保育室及び事務所空調機点検作業経費の支出について
16,524

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 高松保育所２歳児保育室空調機洗浄作業経費の支出について
129,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（１月分）
649,512

こども青少年局 保育所運営課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について
266,220

環境局 環境管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２６年１２月分・庁舎管理用）
53,104

環境局 環境管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第３四半期分)
47,540

環境局 環境管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：12月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（12月分）
16,350

環境局 環境管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
15

環境局 環境管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・12月分）
33,263

環境局 環境管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 水質汚濁常時監視用今津橋水質観測局の水質自動測定装置等産業廃棄物処理準備作業業務委託に係る経費の支出について
146,988

環境局 環境管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
280

環境局 環境管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
360

環境局 環境管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境データ処理システム保守管理業務委託に係る委託料の支出について（第３四半期）
802,332

環境局 環境管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用新森小路小学校測定局の電気料金に係る経費の支出について（1月分）
13,668

環境局 環境管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 環境省での打ち合わせにかかる出張について（平成２６年１２月１５日分）
29,130

環境局 環境管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（1月16日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度　六大都市自動車技術評価委員会用管外出張旅費の支出について（窒素酸化物対策推進事業用）
56,480

環境局 環境管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質測定用ろ紙の買入に係る経費の支出について
1,658,880

環境局 環境管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 環境省での打ち合わせにかかる出張について（平成２６年１２月１５日分）
29,130

環境局 環境管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車エンジン不調点検にかかる経費の支出について（公害パトロール用　なにわ４１さ４２０７）
12,258

環境局 環境管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議の出席にかかる旅費の支出について
57,680

環境局 環境管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用出来島小学校測定局微小粒子状物質自動測定機の修繕に係る経費の支出について
143,640

環境局 環境管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 北津守用地舗装工事の実施に係る経費の支出について（管理用地維持管理用・完了払分）
1,356,491

環境局 環境管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 工事請負費　新規工事費 北津守用地舗装工事の実施に係る経費の支出について（管理用地維持管理用・完了払分）
2,936,709

環境局 環境管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用聖賢小学校測定局浮遊粒子状物質自動測定機ほか2件修繕に係る経費の支出について
762,480

環境局 環境管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用聖賢小学校測定局浮遊粒子状物質自動測定機ほか2件修繕に係る経費の支出について
99,360

環境局 環境管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（１月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（1月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２７年１月分・庁舎管理用）
372,140

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成27年1月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（平成27年3月分・庁舎管理用）
151,200

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（平成27年3月分・庁舎管理用）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
7,590

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　補助金 航空機騒音対策用生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金の支出について
41,189

環境局 環境管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,500

環境局 環境管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：1月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：1月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 窒素酸化物対策推進事業用自動車排出ガス局地汚染調査に係る使用料の支出について
516

環境局 環境管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（1月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成27年1月分　事務連絡用）
12,830

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成27年1月分　事務連絡用）
1,120
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環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（第7回中間払い・環境管理部一般事務用）
10,532

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成26年12月分）
45,464

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（1月分　環境管理部　一般業務用）
5,362

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 「株価算定の実施に関する覚書」に基づく株価算定費用の支出について
129,032

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成26年12月分）
19,090

環境局 環境管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）１月分
5,940

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成26年度都道府県・政令指定都市大気環境・水環境主管課長会議の出席に係る旅費の支出について
28,840

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（1月分）
1,696

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（1月分）
6,182

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・１月分）
20,126

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 窒素酸化物対策推進事業用自動車排出ガス局地汚染調査にかかる電気維持料の支出について
4,511

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（１月分）
1,820

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１２月分
10,668

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　１２月分
9,000

環境局 環境管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　１月分
77,760

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（北部環境保全監視）
990

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（北部環境保全監視）
9,331

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２７年１月分）の支出について
600

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト対策用アスベストサンプリング用バッテリーの購入に係る経費の支出について
313,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,769

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について【東部環境保全監視（平成26年度第３四半期分】
11,735

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,000

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
900

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（２月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
574

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,849

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（1月分・南西部環境保全監視グループ）
480

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
200

環境局 事業管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター排水処理設備脱水機修理費（施設維持管理用）の支出について
603,234

環境局 事業管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用１月分）
3,474

環境局 事業管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用１月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用１月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 委員報酬の支出について（第２回大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会用）
96,030

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会にかかる交通費の支出について（１２月分）
3,260

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
107,969

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
17,848,638

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
423

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１２月分）
1,640

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
26,012

環境局 事業管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託経費の支出について(斎場事業運営用)
63,093

環境局 事業管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（四都市キャンペーン用）の購入経費の支出について（路上喫煙対策用）
28,728

環境局 事業管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
2,068

環境局 事業管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１０月分）
700

環境局 事業管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（１２月分）
161,268

環境局 事業管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（12月分）
957,923

環境局 事業管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
32,440

環境局 事業管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１２月分）
3,680
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環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（中央適正処理困難指定廃棄物対策協議会出席用）
27,560

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）
19,770

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 報償費　報償金 第４回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（霊園事業運営用）
66,060

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,920

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
173,416

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
7,466

環境局 事業管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（１２月分）
92,886

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうきほか１点の購入経費（環境整備用）の支出について
40,932

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
295,195

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
343,870

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
377,979

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
511,832

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１２月分）
353,990

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 過料処分決定通知書・告知書　ほか１件の印刷経費の支出について（路上喫煙対策用）
146,880

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
16,692

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
1,711,706

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
12,600,716

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
16,132,767

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
2,934,776

環境局 事業管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１２月分）
5,564,411

環境局 事業管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 船舶検査の受検経費（船舶検査）の支出について（みおつくし５）
24,300

環境局 事業管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直管蛍光ランプほか１点購入経費（公衆トイレ業務用）の支出について
12,150

環境局 事業管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター浴室蛍光灯器具取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
183,600

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター真空式温水ヒーター修理費（施設維持管理用）の支出について
432,000

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複写機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
10,115

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ニッカド電池購入経費の支出について（斎場事業運営用）
40,219

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 高所作業車用バッテリー購入経費の支出について（斎場事業運営用）
140,400

環境局 事業管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
187,990

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 粗大ごみ処理手数料取扱店表示ステッカー・粗大ごみ適正料金啓発シールの印刷経費の支出について（粗大ごみ処理手数料事務用）
330,480

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局　平成26年12月分）
506,476

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場　高所清掃等業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
324,000

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用１月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用１月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
24,192

環境局 事業管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 自動給茶器点検整備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
132,008

環境局 事業管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（霊園事業運営用）
35,600

環境局 事業管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（12月分）
20,509

環境局 事業管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
38,880

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
17,110

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
420

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 南部環境事業センター　緊急用仮設電源（発電機）賃貸費（施設維持管理用）の支出について
395,280

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　筆耕翻訳料 第２回大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する審議会速記にかかる経費の支出について
39,960

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（下半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（１月分）
14,256

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成27年1月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
360

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
44,416

環境局 事業管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
1,540
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環境局 事業管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
461,660

環境局 事業管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 抹香ほか１点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
106,164

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポルトグラスほか1点購入費（施設維持管理用）
29,721

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所蛍光灯安定器取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
378,000

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター４階浴槽タイルほか修繕費（施設維持管理用）の支出について
137,700

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター　空調機（ＡＣＵー１）温度調節計取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
194,400

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１月分）
7,560

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
5,940,000

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
399,600

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（１月分）
110,160

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成27年1月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（12月分）
2,251,170

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（12月分）
522,270

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（路上喫煙防止指導員用）の購入経費の支出について
600,000

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
147,690

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
7,466

環境局 事業管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
435,456

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター　３階脱衣場空調室外機修繕費（施設維持管理用）の支出について
113,140

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
51,840

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
78,666

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 リチウムグリース購入経費（し尿流注業務用）の支出について
10,800

環境局 事業管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（1月分）
931,679

環境局 事業管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（1月分）
349,920

環境局 事業管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 不法投棄防止看板の購入にかかる経費（市民啓発用）の支出について
320,760

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
610

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年1月分）
4,399

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（1月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（１月分）
2,154,366

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用１月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成27年1月分)
6,128,100

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成27年1月分)
20,719,000

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成27年1月分)
9,192,400

環境局 事業管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成27年1月分）
105,452

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター外灯安定器ほか取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
170,640

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター給湯用循環ポンプＰＨＷ－２取替修理費（施設維持管理用）の支出について
159,840

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター消火ポンプ吸込配管フート弁取替修理費（施設維持管理用）の支出について
102,600

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
300,577

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
4,500,000
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環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
295,707

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（1月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
13,203,062

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
756

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
73,072

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用1月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,490

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,600

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（1月分）
164,766

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 東北環境事業センター高圧交流負荷開閉器取替工事費（施設維持管理用）の支出について
625,320

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１２月分）
16,040

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,903

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
100

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
652,907

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,464,768

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,450

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
53,819

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
610,670

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（1月分）
823,584

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託（庁舎管理用）の支出について
48,816

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託（職員衛生用）の支出について
64,800

環境局 北部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
14,370

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,661

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 12月分市内等出張交通費の支出について
40,750

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
302

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
1,544

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
450

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（26年12月分）
4,609

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車石鹸ほか２点の購入にかかる経費の支出について（洗車作業用）
55,242

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．12月中継地分）
146,476

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．12月分）
2,197,152

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26.12月分）
885,168

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（26．12月分）
426,366

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
72,013

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 1月分市内等出張交通費の支出について
18,860

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・2月分）
15,643

環境局 東北環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・1月分）
235,737

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
3,991

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
670,361

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第３四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
885,168

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第３四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２６年１２月分）
2,197,152

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
57,842

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
279,373

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 給湯用第一種圧力容器法定性能検査料の支出について
55,836

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２６年１２月分）
26,420
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環境局 城北環境事業センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用竹ほうき購入経費の支出について
46,656

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員作業服洗濯用全自動洗濯機購入並びに運搬リサイクル経費の支出について
58,320

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員作業服洗濯用全自動洗濯機購入並びに運搬リサイクル経費の支出について
7,344

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットプリンタ用印刷用紙ほか２点の購入経費支出について
64,503

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用プレート式自在キャスター購入経費の支出について
30,564

環境局 城北環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用トイレットペーパー購入経費の支出について
63,936

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ファクシミリ機器使用料の支出について（平成２６年１０月～１２月）
2,419

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２６年１２月分）
885,168

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について（平成２６年１０月～１２月分）
41,785

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１２月分）の支出について
20,310

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ(イエロー)ほか９点購入経費の支出について
124,092

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２７年１月分）
1,235,376

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成27年1月分）
507,643

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成27年2月分）
25,244

環境局 西北環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成27年1月分）
668,914

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成26年12月分
2,539

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２６年１２月分）
6,530

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
38,203

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
885,168

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年１２月分
976,512

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分（１０月～１２月分）
28,711

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２６年１２月分
211,929

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 浪速区エコクッキング教室開催に伴う講師謝礼金について（普及啓発用）
38,840

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２７年２月分
6,344

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成27年1月分
183,956

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（２月分）
17,306

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（１月分）
297,270

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２７年１月分）
7,960

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
36,134

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
617,688

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成27年1月分)
11,670

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 輪ゴムほか２０点の支出について（一般事務用）
39,825

環境局 中部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年１月分
823,584

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（12月分）
4,090

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,980

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
427

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
484,429

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
500

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
14,335

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（12月分）
2,000

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
1,464,768

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
50,804

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（1月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（１月分）
382,255

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（２月分）
26,680

環境局 西部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
398,170

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期
2,797

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
493,575
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環境局 東部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（１２月分）
885,168

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
8,827

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
9,456

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
380

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,850

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,296

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
1,600

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
2,200

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について　第３四半期分
35,668

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用　トイレットペーパー購入経費の支出について
68,040

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１２月分）
12,190

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（１月分）
617,688

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
441,333

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）２月分
23,051

環境局 東部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）１月分
370,877

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について　第３四半期分（一般事務用品）
52,321

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２６年１２月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
885,168

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/１１月分）
22,960

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/１２月分）
17,870

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年1月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
564,073

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年1月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
823,584

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道料金の支出について（庁舎管理用　1月分）
334,886

環境局 西南環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用　2月分）
22,889

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車整備用　フォークリフト特別教育受講にかかる経費の支出について（平成２７年２月１９日（木）から２月２０日（金）実施分）
3,960

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車整備用　平成２６年度　整備技術研修会の受講に係る経費の支出について（平成２７年２月１８日（水）実施分）
8,856

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
17,712

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
18,700

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 自動車整備用　フォークリフト特別教育受講にかかる経費の支出について（平成２７年２月１９日（木）から２月２０日（金）実施分）
38,040

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用)第３四半期分
5,927

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１２月分)
728,845

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）12月分
1,596,672

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（12月分）
146,718

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（12月分）
254,448

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(12月分)
2,807,380

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（12月分）
616,255

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（12月分）
45,556

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ａ）購入経費の支出について（12月分）
90,720

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）12月分
325,512

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
44,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（２月分）
983,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１２月分)
854,448

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(１２月分)
97,651

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１２月分)
550,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１２月分)
1,180,224

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（三菱車・マツダ車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
51,840

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
113,626

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
75,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
37,800
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環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１２月分
16,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
73,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（三菱車・マツダ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払について（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１２月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について(一般事務用)第３四半期分
52,199

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(12月分)
51,068

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（１月分）
196,128

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（１月分）
34,938

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塗装ブース用排気フィルターほか２点の購入経費の支出について（自動車整備用）
137,721

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中間パテ　ほか５点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
54,270

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアディスクグラインダーほか７点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
259,135

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蒸留水ほか２２点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
313,476

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 オイルポンプ修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
124,502

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 排気ガステスターの買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
294,840

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（１月分）
36,720

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機(作業服洗濯用)及びリサイクル引取運搬の経費支出について
86,076

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 全自動洗濯機(作業服洗濯用)及びリサイクル引取運搬の経費支出について
10,692

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（12月分）
1,082,054

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（12月分）
734,431

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（１月分）
141,912

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（12月分）
331,055

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(12月分)
633,007

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（12月分）
108,502

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（12月分）
32,024

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（12月分）
358,131

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シャシグリスの購入経費の支出について（自動車整備用）
58,320

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアゾール式水性塗料　ほか３点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
87,415

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（１月分）
141,912

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（１月分）
15,240

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１月分）
53,650

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（２月分）
13,526

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（１月分）
9,919

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チューブカッター替刃ほか１８点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
175,122

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
66,960

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）1月分
698,544

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）1月分
147,960

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
81,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（三菱ふそう車）法定点検整備（その２）経費の支出について（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
119,880

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（三菱ふそう車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
61,500

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）：１月分
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
133,967

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
296,040

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）
62,305

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）
2,269,681

環境局 南部環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（後期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：１月分
71,020

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,323

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１２月分）
885,168
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環境局 東南環境事業センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
46,562

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用１１月分）の支出について
780

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用１０月分）の支出について
900

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用１２月分）の支出について
23,750

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（整備工場用）購入経費の支出について
31,104

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
53,568

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
6,264

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 再生ノートほか１点購入経費の支出について（啓発事業用）
46,872

環境局 東南環境事業センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
617,688

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平成26年度廃棄物管理責任者講習会講師謝礼の支出について（減量指導事務用）
4,780

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（１１～１２月分）
1,015

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平成26年度廃棄物管理責任者講習会講師謝礼の支出について（減量指導事務用）
6,680

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　建物修繕料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ展示エリア修繕にかかる経費の支出について
162,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用インクカートリッジ（マゼンタ）ほか１８点の購入について
77,328

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用マグネットほか１２点の購入経費の支出について
57,159

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 マイクロソフトアクセス２０１０基礎スクール受講にかかる経費の支出について（搬入券発行事務用）
48,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１２月分）
1,620,535

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【1月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 排出事業者指導用市営交通回数カードの購入について
180,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,424

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（１月分）
78,624

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（１月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１月分）
9,972

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１月分）
384,037

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年１月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年１月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,875

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 新規対象物件説明会案内送付用後納郵便料金の支出について（減量指導事務用）
4,209

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物事務連絡用郵便切手購入経費の支出について（事務連絡用）
48,190

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物管理責任者講習会に係る会場及び付属設備使用料の支出について（減量指導事務用）
1,185,192

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 浪速区リサイクル工作教室（平成26年12月20日浪速図書館）講師謝礼金の支出について
20,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
67,029

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 分別収集用排出啓発ラベルの印刷経費の支出について（資源化事業用）
645,840

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
42,033

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
12,603

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進用市民見学会バス借入経費の支出について（平成２７年１月分）
92,310

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（１２月分）の支出について
753,202

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 容プラ中継施設運営用西淀容器包装プラスチック中継施設ほか４施設量水器取替修理費用の支出について
192,456

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー（西北１号・舞洲２号）の修理費用の支出について
26,244

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー（西北１号・舞洲２号）の修理費用の支出について
26,244

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 「古紙・衣類週１回収集に係る収集曜日変更周知用ビラ」デザイン業務委託にかかる経費の支出について（古紙・衣類収集用）
59,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 各区ガレージセール用ポスター印刷経費の支出について（その３）
44,074

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダー点検・整備費用の支出について
927,253

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダー点検・整備費用の支出について
5,013,051

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第３四半期分）（資源化事業用）
465,302

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第３四半期分）（資源化事業用）
2,536,329

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用此花区推進員委嘱式会場使用料の支出について（１月２６日開催分）
14,800
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ごみ減量キャンペーン用ペーパークラフト印刷経費の支出について
99,792

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（１月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃棄物減量等推進員事業用82円切手購入経費の支出について
656,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
9,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（１月分）
5,940

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（１月分）
53,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（１月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（１月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
920

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支給について
2,420

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成27年2月分）
8,450

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成27年1月分）
11,387

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用両面テープほか２８点購入経費の支出について
163,075

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（11月25日～1月8日分）の支出について（拠点回収事業用）
392,752

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 鶴見容器包装プラスチック中継施設運営用面戸板修繕費用の支出について
248,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
8,120,387

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
5,329,794

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
5,251,871

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
12,445,178

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
4,937,340

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
7,521,792

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
7,321,673

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
8,491,339

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
9,020,739

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
1,056,873

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる１月分費用の支出について（資源化事業用）
5,324,872

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（１月分）（廃家電再商品化事業用）
127,487

環境局 施設管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
28,760

環境局 施設管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
514

環境局 施設管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 公用車の車検の実施及び自動車重量税の納付の支出について（施設維持管理用）
47,401

環境局 施設管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 公用車の車検の実施及び自動車重量税の納付の支出について（施設維持管理用）
1,100

環境局 施設管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 公用車の車検の実施及び自動車重量税の納付の支出について（施設維持管理用）
7,800

環境局 施設管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託経費の支出について（１２月分・処分地管理用）
158,440

環境局 施設管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 鋼板買入経費の支出について（処分地管理用）
48,600

環境局 施設管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（相愛学園）の電気使用料金にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）（施設維持管理用）
18,533

環境局 施設管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用１月分）
967,691

環境局 施設管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送施設輸送管（北系統）緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
1,998,000

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,250

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 鶴見工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１０～１２月分）
6,733,724

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１２月分）
2,104,980

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 舞洲工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１０～１２月分）
5,298,891

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 東淀工場排出焼却残滓等業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１０～１２月分）
6,736,326

環境局 施設管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 クレーン運転士免許実技教習の受講にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
113,400

環境局 施設管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
1,091,199

環境局 施設管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１２月分）
608,547

環境局 施設管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 環境局大正工場鋼板塀設置工事経費の支出（完成払）について（施設維持管理用）
7,814,000

環境局 施設管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　第３６回全国都市清掃研究・事例発表会出席にかかる管外出張交通費の支出について
29,840

環境局 施設管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 此花屋内プール　機械室用溝蓋の買入経費の支出について（施設維持管理用）
80,136
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環境局 施設管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　テープカッターほか１２点買入経費の支出について
30,582

環境局 施設管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 高圧ガス容器所有者登録更新料の支出について（施設維持管理用）
3,600

環境局 施設管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
734,647

環境局 施設管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分・施設維持管理用）
36,134,000

環境局 施設管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　負担金 汚染負荷量賦課金の支出について（公害健康被害補償用・第４四半期分）
25,335,800

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度かせいソーダ（北港事務所）下半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・１月分）
193,273

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第二鉄（北港事務所）下半期　概算買入経費の支出について（処分地管理用・１月分）
377,097

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度１月分）
86,508

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（１月分）
2,141,137

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花総合センタービル　給湯一時ポンプ水漏れ修繕経費の支出について（施設維持管理用）
345,600

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１２月分）
2,331,014

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 平野工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１０～１２月分）
15,362,813

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託委託経費の支出について（１月分・処分地管理用）
166,362

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（１月分・処分地管理用）
18,360

環境局 施設管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　空気呼吸器等点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
483,840

環境局 施設管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について(1月分）（施設維持管理用）
464,400

環境局 施設管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費の支出について（12月～1月分）（施設維持管理用）
166,428

環境局 施設管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）経費の支出について（1月分）（施設維持管理用）
187,056

環境局 施設管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の買入経費の支出について（設備維持管理用）
17,820

環境局 施設管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（１月分・処分地管理用）
12,068,016

環境局 施設管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分経費の支出ついて（平成２６年度１月分、八尾・平野工場）
33,553,332

環境局 施設管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　改修工事費 もと森之宮工場防犯灯設置工事経費の支出について（跡地管理用）
155,520

環境局 施設管理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 南港管路輸送施設ローカルドラム補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
4,294,080

環境局 施設管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
25,970

環境局 施設管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
3,351,840

環境局 施設管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　1月分）
15,095,261

環境局 施設管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度１月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
563,139

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
8,591,652

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 西淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
7,197,204

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 鶴見工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
747,367

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 舞洲工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
9,729,222

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 東淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
3,196,744

環境局 施設管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場ほか１箇所で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　１月分）
2,822,011

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
1,250,919

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
333,862

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
3,323,829

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
4,829,576

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
2,851,565

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
484,329

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　1月分）
1,289,796

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第４四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・１月分）
50,803

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　第４四半期分　軽油買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度１月分））
411,792

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１月分）
1,790,705

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,400

環境局 施設管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 リフレうりわり　貯水槽清掃業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
91,800

環境局 建設企画課 平成27年02月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成26年度もと焼却工場建替計画用地地下埋設物調査等業務委託（その２）経費の支出にについて（埋設物調査用）
842,400

環境局 建設企画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
60,000

環境局 建設企画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮2丁目地内一般廃棄物保管施設設置工事の工事完成による請負代金の支出について(管路輸送施設の代替設備設置用)(予算区分：現年度分)
3,093,880



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

環境局 建設企画課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮2丁目地内一般廃棄物保管施設設置工事の工事完成による請負代金の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）(予算区分：繰越明許費分)
27,035,120

環境局 建設企画課 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花会館におけるガス吸収式冷温水機整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
5,400,000

環境局 建設企画課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 会議机等運搬業務委託経費の支出について（一般事務用）
18,360

環境局 建設企画課 平成27年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成２６年度焼却灰等分析業務委託経費の支出について（焼却灰分析用）
297,000

環境局 建設企画課 平成27年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮２丁目地内輸送管撤去工事における工事前払金の支出について(管路輸送施設の代替設備設置事業)
8,440,000

環境局 建設企画課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　パンチ（２穴）ほか２０点の購入経費について
49,042

環境局 建設企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮２丁目地内ごみ空気輸送管措置に伴う整備工事における工事前払金の支出について（管路輸送施設の代替設備設置事業）
1,160,000

環境局 建設企画課 平成27年02月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
16,180

環境局 西淀工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
4,445

環境局 西淀工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メインブラシほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
208,828

環境局 西淀工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機ほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
41,688

環境局 西淀工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 防火・防災管理新規講習受講料の支出について（安全衛生用）
80

環境局 西淀工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 防火・防災管理新規講習受講料の支出について（安全衛生用）
9,500

環境局 西淀工場 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チップソーカッタ替刃ほか１３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
179,690

環境局 西淀工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（１２月分）
2,570,400

環境局 西淀工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリースほか５点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
301,860

環境局 西淀工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対の購入経費の支出について（施設維持管理用）
345,600

環境局 西淀工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
23,001

環境局 西淀工場 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西淀工場クレーン設備点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
948,240

環境局 西淀工場 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（12月追加分）の支出について（事務連絡用）
840

環境局 西淀工場 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 西淀工場焼却設備中間整備工事（その３）経費の支出について（設備維持管理用）
4,168,800

環境局 西淀工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエスの購入経費の支出について（施設維持管理用）
136,080

環境局 西淀工場 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水性塗料（＃１）ほか７点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
104,274

環境局 西淀工場 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ステンレスしま鋼板ほか７点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
442,368

環境局 西淀工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルカリ度測定用第１液ほか１５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
908,496

環境局 西淀工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油スタンド給油代（12月分）の支出について（公用車維持管理用）
6,236

環境局 西淀工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業着専用洗剤の購入経費の支出について（庁舎管理用）
53,913

環境局 西淀工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＣＰＵユニットほか１０点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
320,922

環境局 西淀工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁開閉器ほか６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
244,512

環境局 西淀工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 キャブタイヤケーブルの購入経費の支出について（施設維持管理用）
808,380

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,598,131

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
1,052,222

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
318,600

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
6,890

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）下半期　概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
791,337

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリングほか１８点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
201,484

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
8,000

環境局 西淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境局西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　１月分）
15,438

環境局 平野工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料経費の支出について（一般事務用）第３四半期分
24,950

環境局 平野工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウエス購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
119,880

環境局 平野工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアフィルタほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
56,073

環境局 平野工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 潤滑油ほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
600,480

環境局 平野工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 測温抵抗体購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
50,220

環境局 平野工場 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　１月請求分）
4,677

環境局 平野工場 平成27年02月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ごみクレーンバケット（平野工場）の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
23,598,000

環境局 平野工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
1,600

環境局 平野工場 平成27年02月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場灰クレーン用シーケンサ緊急修繕経費の支出について（焼却設備整備用）
66,960

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
11,330
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環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（飛灰処理用・１月分）
1,372,896

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プロテクター（１）ほか２点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
216,540

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１月分）
255,517

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 分析計部品の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
384,112

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
144,720

環境局 平野工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
21,972

環境局 平野工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
482,112

環境局 平野工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
568,166

環境局 平野工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中ポンプほか３点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
192,207

環境局 平野工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・１月分）
4,286,185

環境局 平野工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場空調設備修繕（その２）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
232,718

環境局 平野工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フランジ形外ねじ玉形弁ほか６点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
300,040

環境局 平野工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・１月分）
25,731

環境局 平野工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 工場維持管理用　ガス溶接技能講習受講に伴う出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
2,160

環境局 平野工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,757

環境局 平野工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 灰クレーン用部品購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
246,240

環境局 平野工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブ購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
105,840

環境局 平野工場 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 平野工場ごみクレーン横行給電設備の修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
295,920

環境局 住之江工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 複写機使用料（平成２６年１０月～１２月分　一般事務用）の支出について
16,877

環境局 住之江工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について(一般事務用）　第３四半期分
2,230

環境局 住之江工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
2,648,405

環境局 住之江工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・12月分）
637,551

環境局 住之江工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・12月分）
734,400

環境局 住之江工場 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場２号炉予冷塔排出液電磁流量計修繕経費の支出について（施設整備用）
1,987,200

環境局 住之江工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中ポンプ１ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
505,440

環境局 住之江工場 平成27年02月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
3,200

環境局 住之江工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷却ファンの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
15,984

環境局 住之江工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリング１ほか1点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
64,152

環境局 住之江工場 平成27年02月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場計量管理装置修繕経費の支出について（焼却工場施設整備用）
918,000

環境局 住之江工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託（概算契約)の経費の支出について（廃棄物処理事業）(１月分)
8,197

環境局 住之江工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
2,203

環境局 住之江工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
840

環境局 住之江工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
241,358

環境局 住之江工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤ほか１点（庁舎管理用）の買入経費の支出について
48,276

環境局 鶴見工場 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
2,189,980

環境局 鶴見工場 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１２月分）
654,998

環境局 鶴見工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
10,584

環境局 鶴見工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 デジタルカメラほか２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
57,780

環境局 鶴見工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チップほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
275,400

環境局 鶴見工場 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　１２月分）
4,390

環境局 鶴見工場 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第３四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用・１２月分）
1,560,600

環境局 鶴見工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電子鍵買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
54,108

環境局 鶴見工場 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（1月　事務用車用）
5,800

環境局 鶴見工場 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 結束バンド１００ほか９点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
40,743

環境局 鶴見工場 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩ビ部品１ほか３６点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
392,536

環境局 鶴見工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アイソレータほか２点買入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
367,092

環境局 鶴見工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成27年1月分職員安全衛生用）
14,202

環境局 鶴見工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＣＰＵユニットほか９点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,076,338



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

環境局 鶴見工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
872,613

環境局 鶴見工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
240,559

環境局 八尾工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,109

環境局 八尾工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムほか１５点購入経費の支出について（施設維持管理用）
151,200

環境局 八尾工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
23,127

環境局 八尾工場 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硬度測定試薬(#1)ほか10点の購入経費の支出について(施設維持管理用)
378,939

環境局 八尾工場 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 八尾工場屋外消火栓配管緊急修繕費の支出について（施設維持管理用）
628,527

環境局 八尾工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（10月追加分）
1,120

環境局 八尾工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について(11月分)
33,120

環境局 八尾工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 事務連絡等用揮発油（給油カード）買入経費の支出について（12月分）
7,248

環境局 八尾工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場転落者救助用ゴンドラの性能検査手数料の支出について(施設維持管理用)
22,400

環境局 八尾工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガスケットリムーバーほか１点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
72,144

環境局 八尾工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スポンジパッキン（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
105,235

環境局 八尾工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１月分）
1,946,851

環境局 八尾工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１月分）
598,978

環境局 八尾工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１月分）
800,361

環境局 八尾工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：１月分）
321,965

環境局 八尾工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料の支出について（安全衛生用）
8,000

環境局 八尾工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ（＃１）ほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用)
464,400

環境局 八尾工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 化学防護服(#1)ほか4点の購入経費の支出について(施設維持管理用)
571,536

環境局 八尾工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について　1月分（廃棄物処理事業用）
25,142

環境局 舞洲工場 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 舞洲工場雨水処理装置制御盤修繕経費の支出について（施設維持管理用）
214,920

環境局 舞洲工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブほか３点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
124,675

環境局 舞洲工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブほか３点　購入経費の支出について（設備維持管理用）
186,570

環境局 舞洲工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
42,996

環境局 舞洲工場 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（１２月分）の経費の支出について（職員衛生用）
11,242

環境局 舞洲工場 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 床用塗料ほか２点　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
287,323

環境局 舞洲工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ガス溶接技能講習受講市内出張交通費の支出について（１２月分）
4,000

環境局 舞洲工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ロータリーバルブ購入経費の支出について（施設維持管理用）
572,400

環境局 舞洲工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 PHS用電池パックほか1点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
34,560

環境局 舞洲工場 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 PHS用電池パックほか1点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
24,300

環境局 舞洲工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 計装用プラグイン形変換器ほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
848,232

環境局 舞洲工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディジタル指示警報計の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
64,800

環境局 舞洲工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 舞洲工場の公用車の車検にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
78,408

環境局 舞洲工場 平成27年02月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用　第３回）
1,944,000

環境局 舞洲工場 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パドルスイッチ部品の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
88,560

環境局 舞洲工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,080

環境局 舞洲工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ランプほか１点の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
375,300

環境局 舞洲工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 可燃クレーン用キャブタイヤケーブル　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
126,917

環境局 舞洲工場 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 減速帯ほか２点の購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
238,572

環境局 舞洲工場 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中モーターポンプ用部品（その２）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
237,114

環境局 舞洲工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダストワイパー購入経費の支出について（施設維持管理用）
103,680

環境局 舞洲工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 球面軸受ほか２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
263,368

環境局 舞洲工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　舞洲工場高所作業車特定自主検査手数料の支出について（焼却設備維持管理用）
60,480

環境局 舞洲工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２７年１月分）
4,530

環境局 舞洲工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゆるみ止めワッシャーの購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
252,720

環境局 舞洲工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブ　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
288,792

環境局 舞洲工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状書換え手数料経費の支出について（安全衛生用）
3,200
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環境局 舞洲工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 六角棒レンチほか５点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
42,498

環境局 舞洲工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防じんマスク用交換ろ過材ほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
19,494

環境局 舞洲工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアコン用圧縮機　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
413,640

環境局 舞洲工場 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防じんマスク用交換ろ過材ほか２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
34,020

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ロータリエンコーダほか３点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
141,372

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
11,970

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤の概算買入の支出ついて（施設維持管理用・１月分）
1,203,552

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤の購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
122,169

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダの購入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
4,098,759

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤の概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
2,649,693

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤の購入経費の支出について（施設維持管理用）
972,000

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気呼吸器用調整器　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
177,120

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）購入経費（設備維持管理用）の支出について（１月分）
20,589

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
1,500

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場クレーンバケット整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
2,923,560

環境局 舞洲工場 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場クレーンバケット整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
9,820,440

環境局 東淀工場 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
2,729

環境局 東淀工場 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
8,260

環境局 東淀工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
15,069

環境局 東淀工場 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クランプほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
58,158

環境局 東淀工場 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍（その１）ほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
15,657

環境局 東淀工場 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用・第３回分）
1,112,400

環境局 東淀工場 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 変換器（その１）ほか２７点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
362,718

環境局 東淀工場 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防護服ほか４点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
195,588

環境局 東淀工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用粉せっけん　ほか４点の買入経費の支出について（庁舎管理用・職員衛生用）
32,313

環境局 東淀工場 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 回転式レベル計（＃１）ほか５点(東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
581,040

環境局 東淀工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
1,202,461

環境局 東淀工場 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
189,756

環境局 東淀工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
1,818,245

環境局 東淀工場 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状写真書換え手数料の支出について（安全衛生用）
3,200

環境局 東淀工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チャッキ弁ほか３点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
53,006

環境局 東淀工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩素剤（東淀工場）ほか1点買入経費の支出について（施設維持管理用）
110,700

環境局 東淀工場 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水面計部品＃１ほか１５点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
1,439,899

環境局 東淀工場 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東淀工場作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（１月分）職員衛生用
14,261

環境局 東淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
7,260

環境局 東淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディジタル指示警報計ほか５点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
225,504

環境局 東淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＣｌ計部品（その１）ほか９点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
382,708

環境局 東淀工場 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マグネットスイッチ（その１）ほか５１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
294,732

環境局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（総務課設置分一般事務用）第３四半期分
5,223

環境局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（総務課設置分）使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
202,460

環境局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（市役所設置分）使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
1,418

環境局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（12F設置分）使用料の支出について（一般事務用）第３四半期分
74,110

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞　第３四半期分
12,111

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞　第３四半期分
12,111

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　日経・毎日新聞　第３四半期分
39,165

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 両袖机ほか1点の購入について（庁舎管理用）
32,400

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務連絡用）の購入経費の支出について　朝日新聞　第３四半期分
12,111

環境局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 備品購入費　庁用器具費 両袖机ほか1点の購入について（庁舎管理用）
69,120
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環境局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ごみ袋購入経費（庁舎管理用）の支出について
20,736

環境局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２６－作７・平成２６年１１月２５日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
32,454

環境局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（１２月分）の支出について
8,100

環境局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（１２月分）の支出について
1,920

環境局 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２６－作９・平成２７年１月１５日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
29,160

環境局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 全都清第194回理事会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
27,440

環境局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 第101回総務委員会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,900

環境局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
78,666

環境局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２３）の支出について（渉外事故関係業務用）
59,220

環境局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２５）の支出について（渉外事故関係業務用）
45,110

環境局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２４）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,185,480

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
7,350

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　１月分）
134,802

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用1月分）
413,763

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
124,200

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
224,828

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用1月分）
437,529

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,118

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成27年1月分）
681,422

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,200

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 深夜業務に伴うタクシー代の支出について（一般事務用　平成27年１月17日分）
3,480

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２７年１月分）
64,908

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成２７年３月分）
97,100

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成２７年３月分）
20,642,148

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成２７年３月分）
54,000

環境局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成２７年３月分）
178,200

環境局 企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合会議用席札の購入経費の支出について
41,796

環境局 企画課 平成27年02月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成27年１月分）
15,410

環境局 企画課 平成27年02月26日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞほか13点　購入経費の支出について
29,872

環境局 企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステムサービス利用業務委託の経費の支出について（一部事務組合設立準備用）【１月分】
2,740,284

環境局 企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の経費の支出について（一部事務組合設立準備用）【１月分】
601,560

環境局 職員課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 公益社団法人全国都市清掃会議「第９５回表彰審査委員会」にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
28,900

環境局 職員課 平成27年02月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬の購入及び同経費の支出について（安全衛生用）
113,097

環境局 職員課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成26年12月・一般事務用)
5,260

環境局 職員課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カルテホルダーほか14点の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
31,320

環境局 職員課 平成27年02月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 女子作業服合冬用上衣（ブルゾン型）ほか１点の買入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
47,196

環境局 職員課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年1月分)
7,200

環境局 職員課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 下履き手袋ほか１点の買入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
196,905

環境局 職員課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局エチルベンゼン塗装業務従事職員健康診断の実施及び所要経費の支出について（安全衛生用）
65,016

環境局 環境施策課 平成27年02月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 地球環境保全推進用　UNEP国際環境技術センター1階事務室漏水修繕（緊急）の実施にかかる所要経費の支出について
348,840

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(国土交通省)
29,230

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(下水熱利用関連)
5,340

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会　外）
29,219

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(国土交通省国土技術政策総合研究所　外)【一般事務用】（平成27年1月15日～平成27年1月16日実施分）
40,830

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(国土交通省「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」関連)
29,300

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
31,340

環境局 環境施策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(「平成27年度防災拠点等公共施設への再生可能エネルギー等導入推進事業」等に係る勉強会)
57,000
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環境局 環境施策課 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 副読本「おおさか環境科」デザイン作成業務委託経費の支出について
409,104

環境局 環境施策課 平成27年02月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 「おおさか環境科」指導の手引き　小学校３・４年生版ほか２点デザイン作成業務に係る経費の支出について
204,768

環境局 環境施策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度もと環境学習センター別館エレベーター保守点検業務委託経費の支出について【庁舎管理用】（上半期用）
462,672

環境局 環境施策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　平成26年度UNEP国際環境技術センターエレベーター設備保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（上半期分）
272,808

環境局 環境施策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について
29,240

環境局 環境施策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　筆耕翻訳料 普及啓発用平成２６年度「大阪市環境表彰」における表彰状の筆耕業務の実施及び同経費の支出について
19,800

環境局 環境施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 環境教育、学習の振興等に係る業務委託公募型プロポーザル選定会議にかかる報償金の支出について
49,975

環境局 環境施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
24,840

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　平成26年度公営住宅整備事業等担当者連絡会議（第2回）への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月9日分）
28,500

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市ハウジングデザイン賞受賞作品集・表彰式用ポスター作成経費の支出について
38,664

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-61）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-222）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-226）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-204）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-188）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について
1,500,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-181）
925,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-217）
650,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-223）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の再支出について（その１）
120,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第２回目）の再支出について（その２）
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-159）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-212）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-171）
710,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-209）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-97）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用　住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成27年2月分）
6,377,259

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞用表彰状額の買入経費の支出について
25,957

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成27年1月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１月分）
300

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（１月分）
22,394

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-126）
1,075,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-192）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-163）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-130）
1,500,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 不動産鑑定業務委託料の支出について
937,440

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 不動産鑑定業務委託料の支出について
885,600

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（1月分）の支出について
10,890

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分住宅政策グループ）
380

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分住宅政策グループ）
5,184

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成27年1月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分住宅政策グループ）
376

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分住宅政策グループ）
2,830

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分住宅政策グループ）
1,488

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 防災力強化マンション認定制度用　防災力向上アクションプラン策定マニュアル印刷経費の支出について
173,880

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（1月分)
1,358

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-156）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
1,600
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都市整備局 住宅政策課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
4,612

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（１月分）の支出について
49,289

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２６－７）経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市ハウジングデザイン賞表彰式に係る報償金の支出について
17,265

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第10回生きた建築ミュージアム推進有識者会議に係る報償金の支出について
115,705

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか６点買入の支出について（第３回納品分）
198,882

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）に係る郵便料の支出について（平成２７年１月分）
245,762

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
4,872,492

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（１月分）
124,461

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（平成２７年１月分）
6,480,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-237）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-245）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-150）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-231）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-153）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-52）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-173）
1,102,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-145）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-131）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 マンションの耐震化の促進用　平成26年度　マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H26-1-903）
12,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-178）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-211）
920,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用共同施設整備費補助制度補助金の支出について
160,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用まちなみ修景補助制度補助金の支出について
2,173,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１月８日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度住吉大社周辺地区ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について
6,700

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（１月２２日実施分）
21,620

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１２月分）
2,158,540

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１２月分）
2,798,660

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　交付金 ＨＯＰＥゾーン事業用　平成26年度上町台地マイルドＨＯＰＥゾーン協議会交付金の支出について
400,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（１月分）
16,480

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（１月分）
20,692

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
12,126

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（1月分）
28,832

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（１月分）
30,738

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（１月分）
18,462

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H26015）の支出について
358,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
12,138

都市整備局 住環境整備課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（1月分）
480

都市整備局 区画整理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　長吉東部地区内一円防塵舗装工事（２６－１）の支出について（前払金）
8,270,000

都市整備局 区画整理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業の施行による建築物等移転補償金の支出について
746,700

都市整備局 区画整理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用3級基準点鋲外2点の買入にかかる経費の支出について
300,240

都市整備局 区画整理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路エレベーター等保全業務委託料の支出について（１０～１２月分）
1,049,760

都市整備局 区画整理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(12月分)
2,160

都市整備局 区画整理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(12月分)
4,464



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

都市整備局 区画整理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　分担金 湊町リバープレイス・エレベータ2号機の設備改修工事分担金の支出について
1,620,000

都市整備局 区画整理課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
23,106

都市整備局 区画整理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１２月分）
77,375

都市整備局 区画整理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（１月分）
100,391

都市整備局 区画整理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度近畿地方整備局管内研修にかかる経費の支出について
2,728

都市整備局 区画整理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度近畿地方整備局管内研修にかかる経費の支出について
2,841

都市整備局 区画整理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について(12月分)
23,620

都市整備局 区画整理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（１月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（２月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１月分）
1,930

都市整備局 区画整理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 弁天町駅前土地区画整理記念事業にかかる法律意見書作成費用の支出について
216,000

都市整備局 区画整理課 平成27年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（１月分）
43,642

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
17,670

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁１月分）
47,853

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用物件調査等業務委託その１（単価契約）の支出について（１２月・１月分）
1,564,237

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東地区建築物等解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完成金）
1,039,600

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（1月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度1月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
7,168

都市整備局 区画整理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 湊町工区２号線防塵舗装その他工事にかかる完成金の支出について
2,010,960

都市整備局 生野南部事務所 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－６）
750,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－４）
723,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について（平成27年１月分）
11,108

都市整備局 生野南部事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（２月分）
27,614

都市整備局 生野南部事務所 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（２月分）
75,948

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存することによる減価に対する損失補償金の支出について
5,326,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（前半金）
10,938,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前半金）
3,339,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（1月分）
43,336

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償金の支出について－１
188,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償金の支出について－１
2,102,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成26年度国土交通大学派遣研修（区画整理）にかかる旅費の支出について
47,530

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
4,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
818

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成26年度淡路駅周辺地区仮設自転車駐車場等維持管理業務委託に伴う委託料の支出について（第２回中間払い）
436,320

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
1,674

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
4,234

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（完了払）
77,950

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（完了払）
158,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（完了払）
670,725

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（１月分）
25,720

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（１月分）
47,060

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前金払）
6,459,050

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（前金払）
7,327,550
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
9,694,850

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円整地工事（２６－２）の工事等前払金の支出について
5,450,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移設補償金の支出について（西三国木川線 Ｂ５０付近）（完了払）
1,695,871

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定報酬の支出について
563,760

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路増径移設補償費の支出について（三国東地区８号線）
2,088,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（１月分）（納付書１通添付）
4,060

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（１月分）（納付書１通添付）
25,702

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円防塵舗装工事（２６－２）の工事前払金の支出について
6,160,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,377

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,980

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,190

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償の支出について（後金払）
16,312,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
4,719,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２７年１月分）
72,169

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
182,061

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
116,739

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 新三国住宅２号館第２期建設工事の工事前払金の支出について
90,450,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２７年１月分）
12,346

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（１月分）
145

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（３月分）
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（３月分）
1,035,045

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（３月分）
142,564

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（３月分）
276,014

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 瓜破東住宅３号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建設事業用）
169,668

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設工事監理業務委託費(第3回中間金)の支出について（公営住宅建設事業用）
3,119,000

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮第1住宅3号館建設工事積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,101,600

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,024,000

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第２住宅２号館敷地地質調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,624,480

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事　第3次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
432,000

都市整備局 建設課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
1,110,600

都市整備局 建設課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事　第2次設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
216,000

都市整備局 建設課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 原材料費　工事材料費 消火器　ほか３点（市営矢田中住宅２号館ほか３箇所）買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
519,750

都市整備局 建設課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建築関係JIS要覧　追録328号外１点買入経費の支出について
8,220

都市整備局 建設課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 今福南第２住宅３号館耐震改修工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,027,000

都市整備局 建設課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
24,500

都市整備局 建設課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用管外出張旅費の支出について（２月９日分）
28,140

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館建設工事　設計業務委託３にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
658,800

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幣島住宅2･5･6号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,550,880

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 波除住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,978,650

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幣島住宅３・４号館昇降路増築工事監理業務委託費(第1回中間金)の支出について（公営住宅建設事業用）
1,401,000

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 民間活力導入プロジェクト事業提案評価会議に係る会場使用料の支出について
18,900

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 波除住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
359,350

都市整備局 建設課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 御幣島住宅2･5･6号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
474,120

都市整備局 建設課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１月分）南住吉関連電気料金の支出について
9,025

都市整備局 建設課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
89,791

都市整備局 建設課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋第２住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
53,952
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都市整備局 建設課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 高松住宅１号館の共用電気代（１０月～１２月）の支出について
65,481

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴見住宅１・２号館外４件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
6,415,200

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅１号館解体撤去工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
51,840

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 三津屋住宅１・２・３・４号館昇降路増築工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
669,600

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小林住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
1,310,000

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 姫島住宅１号館外４件耐震改修工事設計業務委託の支出について（完成金）
6,696,000

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 新生江住宅２号館建設工事にかかる前払金（平成２６年度）の支出について（公営住宅建設事業用）
10,220,000

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
26,626,600

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,194,640

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 清水住宅１号館昇降路増築電気設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,568,400

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 小林住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
409,000

都市整備局 建設課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 鶴見住宅１・２号館外４件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
475,200

都市整備局 建設課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 池島住宅１号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建設事業用）
79,488

都市整備局 建設課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅6・7号館解体撤去工事　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
713,880

都市整備局 建設課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第2住宅4･5･6号館解体撤去工事　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
748,440

都市整備局 建設課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 民間活力導入プロジェクト事業提案評価会議に係る報償の支出について
82,505

都市整備局 建設課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
48,496

都市整備局 建設課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 小松南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
9,000,000

都市整備局 建設課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
7,026

都市整備局 建設課 平成27年02月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　設備グループ）
326

都市整備局 建設課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　設備グループ）
65,065

都市整備局 建設課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　設備グループ）
2,900

都市整備局 建設課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 住吉住宅３号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
340,000

都市整備局 建設課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 井高野第4住宅1・2・3号館解体撤去工事　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
885,600

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（１月分）
67,549

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１月分）南住吉関連ガス料金の支出について
1,514

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 高松住宅２・３号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
4,936,680

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（１月分）（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設事業用不動産鑑定報酬の支出について
708,480

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 新生江住宅１号館第２期建設工事監理業務委託費(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
2,355,000

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）（１月分）
26,784

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（１月分）
5,292

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（その２）（１月分）
15,120

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島住宅１４号館第２期建設工事（第６回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
20,010,000

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館畳工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,514,480

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 波除住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（中間前払金）
18,720,000

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 住吉住宅5号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
13,398,480

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 高松住宅２・３号館外２件耐震改修その他工事設計業務委託の支出について（完成金）
571,320

都市整備局 建設課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 波除住宅１号館耐震改修その他工事の支出について（中間前払金）
2,230,000

都市整備局 建設課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原東住宅１４号館移転用住戸整備工事　設計業務委託にかかる支出について
1,472,040

都市整備局 建設課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
41,763

都市整備局 建設課 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
2,472

都市整備局 建設課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,235,000

都市整備局 建設課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（斡旋本移転・後金）
54,600

都市整備局 建設課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 住吉住宅5号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
2,214,000

都市整備局 建設課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生江住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生江住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
737,200
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都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(11月分・1月分）
19,857

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　工事グループ）
101,103

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(11月分・1月分）
22,116

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他96件防犯灯電気料金（１月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
124,590

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 飛鳥住宅3号館外壁部分改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
102,080

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅１号館設備工事監理業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,626,560

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館第２期住戸改善工事費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
96,970,000

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館給水衛生設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
75,179,600

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 春日出中第２住宅１号館給水衛生設備工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
300,000

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 飛鳥住宅３号館外壁部分改修その他工事の支出について（完成金）
174,800

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　工事グループ）
10,894

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　工事グループ）
643

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 飛鳥住宅3号館外壁部分改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
859,120

都市整備局 建設課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 飛鳥住宅３号館外壁部分改修その他工事の支出について（完成金）
3,128,400

都市整備局 管理課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原西第２住宅３・４・６～１０号館１０～１２月分電気代の支出について
87,224

都市整備局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第2住宅18号館　電気代１月分の支出について（請求書２通）
39,178

都市整備局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田中住宅2号館1月分電気代の支出について
16,227

都市整備局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田中住宅3号館月1月分電気代の支出について
13,554

都市整備局 管理課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
23,885

都市整備局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代１月分の支出について（請求書1通）
2,910

都市整備局 管理課 平成27年02月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館１月分の電気代の支出について
8,177

都市整備局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等12件）
1,098,360

都市整備局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館1月分電気代の支出について
66,157

都市整備局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等12件）
900,000

都市整備局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館1月分電気代の支出について
95,849

都市整備局 管理課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館1月分電気代の支出について
86,790

都市整備局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅１月分の電気代の支出について
17,766

都市整備局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
22,244

都市整備局 管理課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
29,224

都市整備局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第9住宅1号館10～12月分電気代の支出について
76,559

都市整備局 管理課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅2号館10～12月分電気代の支出について
14,520

都市整備局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館1月分電気代の支出について
21,208

都市整備局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　１月分の支出について（請求書1通）
8,711

都市整備局 管理課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件1月分電気代の支出について
26,563

都市整備局 管理課 平成27年02月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１月分の支出について（請求書1通）
26,015

都市整備局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第2住宅４～６号館　電気代１月分の支出について（請求書13通）
5,368

都市整備局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟１月分の電気代の支出について
45,124

都市整備局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書５通）
80,520

都市整備局 管理課 平成27年02月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　１月分の支出について（請求書１通）
29,734

都市整備局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月1月分電気代の支出について
78,270

都市整備局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟１月分の電気代の支出について
11,231

都市整備局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館１月分の電気代の支出について
112,442

都市整備局 管理課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松之宮住宅1・2号館10～12月分電気代の支出について
70,116

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１２月分
1,860

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
25,300

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１２月分
58,132

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
227,700
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都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
17,750

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　１月分
69,901

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用自治体法律顧問シリーズＱ＆Ａ地方公務員のための公営住宅運営相談（追録）の買入費用の支出について
3,086

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（２月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　１月分
1,166

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
17,750

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用広田住宅1号館10～12月分電気代の支出について
44,854

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅1月分電気代の支出について
54,325

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　１月分の支出について（請求書２通）
20,869

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香西住宅1号館10～12月分電気代の支出について
25,520

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅1月分電気代の支出について
24,213

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代１月分の支出について（請求書１通）
1,893

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用敷津浦第2住宅1号館10～12月分電気代の支出について
89,470

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅1月分電気代の支出について
30,846

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
7,550

都市整備局 管理課 平成27年02月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用公営住宅管理必携外２件の買入費用の支出について
25,300

都市整備局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
5,604

都市整備局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代１月分の支出について（請求書１通）
18,926

都市整備局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館１月分電気代の支出について
37,595

都市整備局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　１月分の支出について（請求書５通）
179,213

都市整備局 管理課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　１月分の支出について（請求書２通）
41,809

都市整備局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　１月分
43,932

都市整備局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　２月分
502,442

都市整備局 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出につい　２月分
157,341

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　３月分
267,219

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　３月分
71,259

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館１月分電気代の支出について
114,849

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代１月分の支出について（請求書１通）
15,523

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟１月分の電気代の支出について
654

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館１月分電気代の支出について
1,255

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館１月分電気代の支出について
106,361

都市整備局 管理課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　１月分の支出について（請求書２通）
19,248

都市整備局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２７年２月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
28,000

都市整備局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　９・１０・２１号館　福住宅1~3号館　電気代１月分の支出について（請求書６通）
76,268

都市整備局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代１月分の支出について（請求書２通）
23,903

都市整備局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～１０号館　電気代１月分の支出について（請求書７通）
101,373

都市整備局 管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅７～１１号館　電気代１月分の支出について（請求書５通）
196,236

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 滞納整理事務に係る出張並びに旅費の支出について（平成２７年２月２日　愛知県知多市）
28,160

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　1月分
84,210

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　１月分
426,600

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第９回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成27年1月分）
561,260

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成27年1月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成27年1月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件1月分電気代の支出について
78,045

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
14,501

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代１月分の支出について（請求書１通）
7,798

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代１月分の支出について（請求書６通）
8,305
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都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　１月分の支出について（請求書１通）
13,687

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件1月分電気代の支出について
77,023

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気１月分の支出について（請求書１通）
10,252

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用中開住宅1号館10～12月分電気代の支出について
32,716

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代１月分の支出について（請求書１通）
50,092

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅、飛鳥西住宅1～2号館　電気代１月分の支出について（請求書４通）
59,299

都市整備局 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１、３～４号館　電気代１月分の支出について（請求書３通）
75,616

都市整備局 保全整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その７）費の支出について（第３回中間金）
30,540,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　長吉出戸西住宅（４～６・１２～１６号館）昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,000,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　今津中住宅（１～３号館）高置水槽取替工事費の支出について（前払金）
8,760,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　豊里住宅（１～３号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
25,920,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第８住宅（１号館）外２住宅高置水槽取替工事費の支出について（前払金）
9,160,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北加賀屋第５住宅（２号館）給水圧力改善工事費の支出について（前払金）
2,630,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　宮津住宅（１・２号館）給水圧力改善工事費の支出について（前払金）
4,500,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　出来島住宅1・2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
9,815,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第３回中間金）
18,420,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第３回中間金）
24,400,000

都市整備局 保全整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長柄東住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（完成金）
51,962,280

都市整備局 保全整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出西住宅5号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
9,009,160

都市整備局 保全整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　西住之江住宅1～10号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
14,346,640

都市整備局 保全整備課 平成27年02月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口第2住宅9～13号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
7,844,360

都市整備局 企画設計課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　住吉商業高等学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
4,000,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,348,840

都市整備局 企画設計課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今津中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
6,427,320

都市整備局 企画設計課 平成27年02月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大和川中学校外8校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
17,209,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策事業用　防災行政無線設備蓄電池取替工事費（その１）の支出について（完成金）
2,268,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園中央売店解体撤去工事費の支出について（完成金）
10,263,240

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　淡路駅周辺地区Ｈ棟解体撤去工事費の支出について（完成金）
1,476,360

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　諏訪小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,868,680

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
5,915,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北鶴橋小学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
9,640,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　八阪中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
11,130,480

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
4,912,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　歌島中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
11,579,760

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（中間前払金）
2,508,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　花乃井中学校外2校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
1,442,920

都市整備局 企画設計課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
13,204,040

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今市中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
9,190,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　城東中学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
619,920

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　放出小学校北校舎空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,312,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野北中学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
93,960

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鷺洲小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
19,451,760

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瑞光中学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
173,880

都市整備局 企画設計課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鶴見橋中学校武道場天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,346,840

都市整備局 企画設計課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　墨江小学校増築その他工事費の支出について（第３回中間金）
43,780,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（第２回中間金）
88,746,500

都市整備局 企画設計課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　我孫子中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
5,651,490

都市整備局 企画設計課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　我孫子中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
27,665,470
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都市整備局 企画設計課 平成27年02月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（第２回中間金）
42,983,500

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
5,888

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
1,828

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
2,130

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　中野中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,268,440

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
362,534

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平野北中学校冷房設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
122,040

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平野西小学校外16校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,057,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　港中学校外11校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,498,400

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　天王寺小学校外10校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,453,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
4,792,736

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎小学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
5,290,920

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瑞光中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
10,441,565

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瑞光中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
16,907,400

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
2,416,544

都市整備局 企画設計課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瑞光中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
25,608,635

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用ほか　八幡屋第2住宅6号館・八幡屋保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
1,300,150

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用ほか　八幡屋第2住宅6号館・八幡屋保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
3,809,450

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　淀商業高等学校増築その他工事設計業務委託－２費の支出について（完了金）
2,635,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　生野小学校外13校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,699,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　城東中学校外11校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,550,760

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　巽南小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,509,659

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　難波中学校武道場天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
968,760

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　放出中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
9,425,680

都市整備局 企画設計課 平成27年02月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　巽南小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
26,573,421

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２６年度第９回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
49,965

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
378,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,181,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,230,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　神津小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
198,720

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
46,580,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
533,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
493,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　緑中学校第3期増築その他電気設備工事費の支出について（一部完成金）
1,121,512

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　緑中学校第3期増築その他工事費の支出について（一部完成金）
3,937,180

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破西中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
9,893,590

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
2,340,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破西中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
17,375,810

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新北島中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
20,846,484

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田北中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（中間前払金）
1,210,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
8,010,960

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新北島中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
3,510,630

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新北島中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
7,086,636

都市整備局 企画設計課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新北島中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
497,850

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
873,504

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
76,896
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都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　（仮称）今宮中学校区小中一貫校整備設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
313,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
22,030,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　北中島小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
5,100,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他工事費の支出について（完成金）
23,323,680

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
4,620,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中野中学校増築その他工事費の支出について（完成金）
170,948,560

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
15,090,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
240,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
160,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　友渕中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,932,537

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　玉出中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,671,160

都市整備局 企画設計課 平成27年02月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　友渕中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
978,983

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　六反さくら公園便所新築電気設備工事費の支出について（完成金）
1,065,960

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　島屋小学校増築その他工事　設計変更設計業務委託－2費の支出について（完了金）
669,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　南大江小学校増築その他工事積算設計業務委託費の支出について（完了金）
1,448,280

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　中央小学校増築その他工事積算設計業務委託費の支出について（完了金）
1,479,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　島屋小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託-2費の支出について（完了金）
237,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　淀商業高等学校増築その他工事積算設計業務委託-2費の支出について（完了金）
891,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　敷津浦小学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
6,990,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　長池小学校第２期増築その他電気設備工事費の支出について（一部完成金）
2,513,160

都市整備局 企画設計課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会「平成26年度高圧受電設備機器選定講習会」にかかる受講料の支出について
13,900

都市整備局 企画設計課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　新森小路小学校増築その他工事積算設計業務委託費の支出について（完了金）
1,533,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　放出中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
6,743,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　高殿小学校便所改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
140,400

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
2,006,280

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　長居小学校外８校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,104,640

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　梅香小学校外９校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,607,040

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　姫里小学校外８校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,555,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
971,720

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美南中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
15,120,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美南中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
4,474,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,439,590

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
317,050

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　住吉商業高等学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,801,500

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　茨田南小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
3,840,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　相生中学校増築その他工事費の支出について（第４回中間金）
4,365,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　相生中学校増築その他工事費の支出について（第４回中間金）
44,395,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２７年１月分）の支出について
104,524

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域学校照明その他改修設備工事設計変更設計業務委託（その３）費の支出について（完了金）
412,560

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　住吉商業高等学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
213,500

都市整備局 企画設計課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　茨田南小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
480,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,516,900

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
76,760,201

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
9,968,999

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
840,180

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　六反さくら公園便所新築工事費の支出について（完成金）
6,092,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
4,546,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東中本小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
667,900
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都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　都島中学校外５校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,652,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　友渕中学校便所改修その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,347,820

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　友渕中学校便所改修その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
704,180

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東中本小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
922,100

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　都島中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
14,620,120

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　弘済小中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,679,640

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　友渕中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
5,691,630

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新高小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
14,568,200

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　酉島小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,761,800

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀川特別支援学校便所改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,650,240

都市整備局 企画設計課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　友渕中学校便所改修その他工事費の支出について（完成金）
10,914,410

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　北中島小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
5,390,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,584,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
791,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
370,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（一部完成金）
2,537,680

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校増築ガス設備工事費の支出について（完成金）
744,120

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　勝山小学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,374,552

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　都島中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
12,870,360

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　勝山小学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
4,782,648

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港桜小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,822,360

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,190,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住吉中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,002,400

都市整備局 企画設計課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　清水丘小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,855,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 教育施設整備用等　北鶴橋小学校外壁改修その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
785,160

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　六反さくら公園便所新築衛生設備工事費の支出について（完成金）
2,462,400

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 教育施設整備用等　北鶴橋小学校外壁改修その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
112,840

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　加島小学校外10校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,897,560

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大淀小学校外10校体育館天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,908,360

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東淀中学校外11校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
2,163,240

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　北鶴橋小学校外壁改修その他工事外３件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,596,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　安立小学校外10校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,952,640

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　弘済小中学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
5,947,880

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今福小学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
2,580,120

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破西中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
6,588,648

都市整備局 企画設計課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破西中学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,868,832

都市整備局 企画設計課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
4,018,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
80,648,212

都市整備局 企画設計課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
518,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
10,398,298

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
7,581

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
5,072

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
5,425

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　此花消防署建設機械設備工事費の支出について（第２回中間金）
29,560,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　長池小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,441,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　相生中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
3,070,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　住吉商業高等学校第2期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
4,720,000

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
306,726
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都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域学校照明その他改修設備工事設計変更設計業務委託（その３）費の支出について（完了金）
372,600

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大宮中学校プール設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
427,680

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　田辺中学校外６校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
9,418,320

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,786,560

都市整備局 企画設計課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　田辺中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
21,235,280

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業用近距離管外旅費及び市内出張交通費（１月分）の支出について
1,960

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第13回ESCO事業提案評価会議開催に係る経費の支出について
66,340

都市整備局 施設整備課 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成26年12月分）
46,683

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修工事費の支出について（完成金）
2,181,716

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修工事費の支出について（完成金）
1,235,564

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 信太山青少年野外活動センター屋上改修その他工事費の支出について（工事前払金）
3,480,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 西加島保育所各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
830,520

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 上新庄自転車駐車場改修工事費の支出について（工事前払金）
1,580,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉南小学校廊下手洗い設置衛生設備工事費の支出について（完成金）
1,092,960

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 阪南保育所庇改修工事費の支出について（工事前払金）
610,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園新世界ｹﾞｰﾄ横便所改修工事費の支出について（工事前払金）
5,600,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉南小学校廊下手洗い設置工事費の支出について(完成金)
2,041,200

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（工事中間前払金）
3,570,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大開小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
3,364,200

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他工事費の支出について（第３回中間金）
8,340,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
62,060,880

都市整備局 施設整備課 平成27年02月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 海老江西幼稚園プール排水溝改修その他工事費の支出について（工事前払金）
820,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 （仮称）コネクションズおおさか間仕切改修工事費の支出について（工事前払金）
800,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住之江中学校受変電設備改修その他工事費の支出について(完成金)
91,800

都市整備局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住之江中学校受変電設備改修その他工事費の支出について(完成金)
237,600

都市整備局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聴覚特別支援学校各所改修工事費の支出について（完成金）
13,953,600

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
259,146

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
308,313

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
23,247

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
8,127

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大淀小学校外４２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
4,397,490

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大淀小学校外４２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
2,082,510

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庁舎各所改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
2,140,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度中央区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
101,142

都市整備局 施設整備課 平成27年02月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 建設局南部方面管理事務所衛生設備改修工事費の支出について（工事前払金）
477,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺区保健福祉センター事務室改修工事費の支出について（完成金）
1,698,840

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺区子ども・子育てプラザ他1施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
4,030,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺区子ども・子育てプラザ他1施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
4,470,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 鷹合保育所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
2,380,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 中部環境事業センタ－外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
9,360,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 滝川小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
2,886,840

都市整備局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 工事請負費　改修工事費 巽中学校運動場整備その他工事費の支出について（工事前払金）
7,620,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
54,756

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
342,603

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
483,489

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
345,627

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
59,130

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
31,590
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都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
97

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
25,128

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
5,881

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
2,493

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
17,626

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ3階事務室）共用部分光熱水費等の支出について（平成26年10月～12月分）
4,513

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
3,306,366

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,354,455

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度九条北小学校外３１校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
134,379

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成２６年度港区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
41,391

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 もと矢田青少年会館各所改修工事費の支出について（工事前払金）
4,530,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小松小学校便所自動洗浄化改修工事費の支出について（完成金）
2,232,360

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
156,114

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
159,597

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
180,684

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
251,883

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
157,194

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
578,637

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
15,228

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
4,887

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
6,128,973

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,865,888

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度大東小学校外６２校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
585,171

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 浪速第５保育所耐震改修工事費の支出について（完成金）
7,333,200

都市整備局 施設整備課 平成27年02月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度北区役所外７施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第２回中間金）
173,556

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 本庁舎危機管理室内当直室空調設備工事費の支出について（完成金）
714,960

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
27,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,507,760

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,202,796

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度城東中学校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
153,900

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
214,812

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
248,940

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 港区役所給水設備その他改修工事費の支出について（完成金）
6,259,560

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
346,032

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 社会福祉研修・情報センター内部改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
61,128

都市整備局 施設整備課 平成27年02月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 白鷺中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
154,440

都市整備局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２７年１月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２７年１月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田小学校・矢田南中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
14,982,840

都市整備局 施設整備課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野中学校便所自動洗浄化改修工事-2費の支出について（完成金）
932,040

都市整備局 施設整備課 平成27年02月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大江小学校プール塗装工事費の支出について（工事前払金）
1,050,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 味原保育所外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
4,212

都市整備局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 北加賀屋保育所外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
5,070,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立靭テニスセンターボイラー設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
45,900

都市整備局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 天王寺スポーツセンター他１施設外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
9,576,240

都市整備局 施設整備課 平成27年02月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（太陽光発電設備整備事業）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
277,776

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
179,064

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
593,811
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都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
773,631

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度此花区役所外３施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
397,494

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
6,736

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 都市整備局更衣室改修その他工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
864,972

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（平成27年1月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
30,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度豊崎東小学校外２７校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
2,350,053

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度豊崎東小学校外２７校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,767,447

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
4,460,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
100,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
43,386

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成27年1月分）
17,847

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成27年1月分）
24,604

都市整備局 施設整備課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田北小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,710,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新森小路小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
7,798,760

都市整備局 施設整備課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成27年1月分）
100,254

都市整備局 施設整備課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 金塚小学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
302,400

都市整備局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西成区民センター他１施設フェンス改修工事－２費の支出について（工事前払金）
1,030,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園鳥の楽園池循環ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
411,480

都市整備局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加賀屋東小学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
810,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西成区民センター他１施設フェンス改修工事－２費の支出について（工事前払金）
260,000

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（３月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（３月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
964,980

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,190,780

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,883,628

都市整備局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
835,488

都市整備局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用端末修繕業務（公共建築部企画設計課）にかかる経費の支出について
35,667

都市整備局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用端末修繕業務（企画部住宅政策課）にかかる経費の支出について
35,667

都市整備局 総務課 平成27年02月02日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成26年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
9,501,200

都市整備局 総務課 平成27年02月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成26年度都市整備局職場風土改善講座にかかる講師謝礼の支出について
17,580

都市整備局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１２月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成26年度都市整備局交渉力向上講座にかかる講師謝礼の支出について
17,580

都市整備局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務用　管外出張旅費の支出について（平成27年1月26日分）
28,840

都市整備局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成26年度「建築技術講習会」にかかる講師謝礼の支出について
28,800

都市整備局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要第５１９号～第５２０号　外２点の買入費用の支出について
17,023

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
423

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
20

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
15,206

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
510

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
19,680

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
82

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
7,680

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
352

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
774

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
82
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都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
110

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
328

都市整備局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(１月分)
82

都市整備局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（２月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（２月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（１月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
4,320

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
281

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
3,240

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
1,382

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
173

都市整備局 総務課 平成27年02月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単３形）外１点の買入にかかる経費の支出について
432

都市整備局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１月発注分)
95,935

都市整備局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１月発注分)
35,919

都市整備局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(１月発注分)
15,773

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
2,130

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
10,078

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
272,893

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
57,850

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用　PC画面音声化ソフトウェアの買入にかかる経費の支出について
40,597

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
15,838

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
3,068

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,734

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
660

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,557
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都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
58,857

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
205

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金１月分の支払いについて
1,312

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
825

都市整備局 総務課 平成27年02月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成26年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
9,501,200

都市整備局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１月分）
22,813

都市整備局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（１月分）
64,795

都市整備局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２７年１月分）
1,456,691

都市整備局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（１月分）
6,279

政策企画室 秘書担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 市民表彰用　表彰状等の筆耕に係る経費の支出について
53,269

政策企画室 秘書担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 木杯の購入にかかる経費の支出について
145,800

政策企画室 秘書担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張命令並びに旅費の支出について（平成27年1月23日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方自治関係実例判例集の購入経費の支出について
3,394

政策企画室 秘書担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（１２月分）
2,419

政策企画室 秘書担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（１２月分）
31,024

政策企画室 秘書担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（12月分）
3,512

政策企画室 秘書担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H26.１２月分）
19,872

政策企画室 秘書担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H26.１２月分）
41,360

政策企画室 秘書担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 茶の購入にかかる経費の支出について
15,714

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
2,133

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
82

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
1,350

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
1,717

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
9,032

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
1,024

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
512

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
1,284

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
1,258

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
1,542

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
1,696

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
202

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（１２月分）
106,702

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
19,252
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政策企画室 秘書担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年1月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H27.１月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H27.１月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ27.１月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H27.１月分）
1,144,800

政策企画室 秘書担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H27.１月分）
59,456

政策企画室 秘書担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 秘書業務用　平成27年大阪新年互礼会開催にかかる分担金の支出について
1,482,190

政策企画室 秘書担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要の購入経費の支出について
2,263

政策企画室 秘書担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（１月分）
39,821

政策企画室 秘書担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（１月分）
1,722

政策企画室 秘書担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 浄水器用カートリッジ購入経費の支出について
14,569

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
19,356

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（府市主要施策のとりまとめ）の報酬等の支出について（平成26年12月分）
17,460

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別参与（府市主要施策のとりまとめ）の報酬等の支出について（平成26年12月分）
31,140

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金及び関連消耗品代について（平成２７年１月分）
48,551

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１２月寄附分）
14,898

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２６年１２月寄附分）
7,936

政策企画室 政策企画担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２７年１月分）
1,080

政策企画室 政策調査担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 規制改革会議にかかる取組状況等の報告に伴う管外出張旅費の支出について
28,840

政策企画室 広報担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
2,620

政策企画室 広報担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市ホームページ運用管理システム等に係る運用保守及びシステム改修業務に係る経費の支出について（４～９月分）
20,486,460

政策企画室 広報担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成27年2月号）に係る経費の支出について
345,600

政策企画室 広報担当 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（12月分）
845,100

政策企画室 広報担当 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成27年2月号）概算印刷に係る経費の支出について
286,451

政策企画室 広報担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成27年1月分コピー代金の支出について
40,075

政策企画室 広報担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au1月分）の支出について
2,256

政策企画室 広報担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（1月分）
1,944

政策企画室 広報担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（1月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク1月分）の支出について
7,205

政策企画室 広報担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
1,080

政策企画室 広報担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 外国語版広報用　外国人向け生活ガイドブック「エンジョイ・オオサカ」印刷業務にかかる経費の支出について
646,542

政策企画室 広報担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システムスマートフォン向けコンテンツ変換用ネットワークサービス提供業務委託の経費の支出について（1月分）
118,800

政策企画室 広報担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
47,421

政策企画室 報道担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（1月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
7,728

政策企画室 報道担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　新聞記事のクリッピング業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
287,280

政策企画室 報道担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（12月分So-net及び1月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 報道担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（１月分）にかかる経費の支出について
30,456

政策企画室 報道担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
13,727

政策企画室 広聴担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（１２月分）
12,462,120

政策企画室 広聴担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度広聴機能強化研修事業に係る経費の支出について
378,000

政策企画室 広聴担当 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年１月分）
5,386

政策企画室 広聴担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について(１月分）
68,969

政策企画室 広聴担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成27年１月分）
30,060

政策企画室 広聴担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（１月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（１月分）
371,956
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政策企画室 広聴担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（１月分）
12,462,120

政策企画室 広聴担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成27年１月分）
36,742

政策企画室 東京事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第３回目）の支出について
2,641

政策企画室 東京事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第３回目）の支出について
31,259

政策企画室 東京事務所 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第３回目）の支出について
2,089,428

政策企画室 東京事務所 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　手数料 東京事務所公舎用契約更新申込および更新手数料の支出について
120,000

政策企画室 東京事務所 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用資金前渡金の支出について
19,803

政策企画室 東京事務所 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
28,860

政策企画室 東京事務所 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,200

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（１月分）の支出について
2,652

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（１月分）について
35,623

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（１月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（１月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（１月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（１月分）の支出について
8,424

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（１月分）の支出について
7,236

政策企画室 東京事務所 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度東京事務所公舎用賃料の支出について（３月分）
884,000

健康局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（１２月分）
83,084

健康局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館におけるガス代の支出について（1月分）
744

健康局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと職員大宮寮にかかる電気代の支出について（1月分）
10,916

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電気代の支出について（1月分）
10,756

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度交流会館における機械警備委託料の支出について（12月分）
11,340

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと職員大宮寮における機械警備委託料の支出について（12月分）
10,260

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備委託料の支出について（12月分）
10,800

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成27年1月分）
285,191

健康局 総務課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成27年1月分）
207,857

健康局 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（１月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（1月分）
8,100

健康局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館における水道代の支出について（2月分）
1,620

健康局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度交流会館における機械警備委託料の支出について（1月分）
11,340

健康局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備委託料の支出について（1月分）
10,800

健康局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと職員大宮寮における機械警備委託料の支出について（1月分）
10,260

健康局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
4,730

健康局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
32

健康局 経理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
82

健康局 経理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（1月分）
374,276

健康局 経理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（１月分）
58,968

健康局 健康施策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所)(12月分)
4,320

健康局 健康施策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 平成26年度全国衛生部長会協議会への出張にかかる旅費の支出について
28,500

健康局 健康施策課 平成27年02月19日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 生化学自動分析装置廃棄準備業務の実施にかかる経費の支出について（保健衛生検査所）
102,600

健康局 健康施策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１月分）
5,680

健康局 健康施策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 全国厚生労働関係部局長会議出席にかかる出張旅費の支出について（２月２３日出張分）
28,840

健康局 健康施策課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　ミラーカメラの修理経費にかかる支出について（東住吉区）
202,240

健康局 健康施策課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（富士フィルム社製）買入にかかる経費の支出について（４回目）
251,845

健康局 健康施策課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（ケアストリーム社製）買入にかかる経費の支出について（３回目）
140,184

健康局 健康施策課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　小型血糖測定器一式　外１点買入経費にかかる支出について
84,672

健康局 健康施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１月分）
2,100

健康局 健康施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１２月分）
26,074
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健康局 健康施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（１２月分）
840

健康局 健康施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所外１ヶ所)(1月分)
4,320

健康局 健康施策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成27年1月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康手帳交付事業用すこやか手帳（健康手帳）印刷にかかる経費の支出について
768,160

健康局 健康づくり課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１２月分）
1,200

健康局 健康づくり課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１２月分）
21,000

健康局 健康づくり課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１２月分）
8,000

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 訪問指導事業用「毎日の食事のカロリーガイド　改訂版」買入にかかる経費の支出について
11,445

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用勧奨はがき印刷の実施および同経費の支出について
755,519

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 すこやか大阪推進事業用地下鉄駅構内掲出ポスター広告料（1月前半）の支出について
71,280

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１２月分）
7,387

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１２月分）
13,230

健康局 健康づくり課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２６年１２月分）
146,880

健康局 健康づくり課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 医学調査研究「未成年者における喫煙対策に関する研究」用等クリヤーブック外10点買入経費の支出について
22,263

健康局 健康づくり課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 医学調査研究「未成年者における喫煙対策に関する研究」用等クリヤーブック外10点買入経費の支出について
30,743

健康局 健康づくり課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 医学調査研究「未成年者における喫煙対策に関する研究」用等クリヤーブック外10点買入経費の支出について
14,953

健康局 健康づくり課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 医学調査研究「未成年者における喫煙対策に関する研究」用等クリヤーブック外10点買入経費の支出について
2,640

健康局 健康づくり課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 医学調査研究「未成年者における喫煙対策に関する研究」用等クリヤーブック外10点買入経費の支出について
4,683

健康局 健康づくり課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度公衆衛生医学調査研究事業における血液検査業務委託料（概算契約）の経費支出について（平成２６年１２月分）
10,713

健康局 健康づくり課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
32,723

健康局 健康づくり課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 訪問指導事業用血圧計用ゴム球外１点買入にかかる経費の支出について
1,080

健康局 健康づくり課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 訪問指導事業用歯ブラシ外９点買入にかかる経費の支出について
27,432

健康局 健康づくり課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 訪問指導事業用血圧計用ゴム球外１点買入にかかる経費の支出について
6,480

健康局 健康づくり課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（１２月分）
178,896

健康局 健康づくり課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,980,817

健康局 健康づくり課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,663,604

健康局 健康づくり課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１０月分）
2,217,672

健康局 健康づくり課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 マンモグラフィ検診車買入にかかる中間検査および出張旅費の支出について
50,920

健康局 健康づくり課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１２月分）
400

健康局 健康づくり課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２７年１月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２７年１月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（２月分）
2,176

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
13,018,281

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
17,092,356

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
16,355,048

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
3,391,017

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
8,162,056

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
10,647,247

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
354,144

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
17,791,410

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
19,362,329

健康局 健康づくり課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１２月分）
448,728

健康局 健康づくり課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１月分）
5,443

健康局 健康づくり課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（１月分）
6,210

健康局 健康づくり課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診推進事業用　後納郵便料の支出について（１月分）
3,739,783

健康局 健康づくり課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２７年１月分）
146,880

健康局 健康づくり課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診推進事業用勧奨はがき宛名印字、圧着裁断処理、発送業務委託の実施及び同経費の支出について
312,952

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（１月分）
171,464
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健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
3,180

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
9,985

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
1,607

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
21,092

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
38,105

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
77,948

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
59,765

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
91,922

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
38,706

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
3,890

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
72,576

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
829

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２７年１月分）
67,417

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年１月分）
3,339,500

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年１月分）
1,049,760

健康局 健康づくり課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年１月分）
704,160

健康局 生活衛生課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２６年１２月分）
2,576

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
9,904

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
7,280

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
8,214

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
1,222

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
6,728

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
6,040

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　羊血液寒天培地買入に係る経費の支出について（１２月分）
3,412

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１２月分）
106,310

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ１００さ３９０８」の法定１２か月点検にかかる追加整備の経費の支出について
78,105

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,292,706

健康局 生活衛生課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
75,060

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
740

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
800

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
59,364

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　スクリューキャップ外２点の買入に係る経費の支出について（１２月発注分）
18,684

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２６年１２月分）
302,505

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
62,116

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
11,878

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
7,839

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１２月分）
7,384

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこの避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分　契約番号２６０００５３－３）
152,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について
133,586

健康局 生活衛生課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（１２月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入経費の支出について
183,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用酸素ガス（医療用）の買入経費の支出について
4,104

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用　流込ゴム印２号外２点買入に係る経費の支出について
2,971

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用採材用シリンダーの買入経費の支出について
6,480

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１２月分）
25,906

健康局 生活衛生課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２６年１２月分）
11,554

健康局 生活衛生課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度　動物適正飼養講習会出席にかかる旅費の支出について（平成２７年２月１０日開催）
11,180

健康局 生活衛生課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
3,125
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健康局 生活衛生課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
20,241

健康局 生活衛生課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２６年１２月分）
12,506

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　問答式廃棄物処理の手引き　外２点　買入経費の支出について
10,712

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＢＵＮ）外３７点の買入経費の支出について
317,692

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
3,500

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＢＵＮ）外３７点の買入経費の支出について
20,952

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（ＢＵＮ）外３７点の買入経費の支出について
149,850

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 乳肉衛生事業用　ガスクロマトグラフ質量分析計メンテナンス講習会の受講にかかる経費の支出について
26,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　紙ワイパーの買入に係る経費の支出について（１月発注分）
6,156

健康局 生活衛生課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　消毒用エタノール又は酒税免税アルコール製品の買入に係る経費の支出について（１月発注分）
2,916

健康局 生活衛生課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　大阪市食肉衛生検査所における産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について（１２月分）
24,084

健康局 生活衛生課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（12月分）
12,700

健康局 生活衛生課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費
平成２６年度都道府県・指定都市・中核市動物愛護管理行政主管課長会議及び狂犬病予防業務担当者会議出席にかかる旅費の支出について（平成２７年２月１６日、１７
日開催） 38,100

健康局 生活衛生課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録外１点の買入経費の支出について
43,999

健康局 生活衛生課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
304,560

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師にかかる報償金の支出について（平成２７年１月３０日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
57,246

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生関係法規集追録外1点の買入に係る経費の支出について（１２月納品分）
95,839

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 「なにわ４１そ２２０９」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 「なにわ４１そ２２０５」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 「なにわ４１そ２２０９」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
26,370

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 「なにわ４１そ２２０５」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
26,370

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこの避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分　契約番号２６０００５３－２）
39,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（１月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 ビル衛生管理事業用　「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる会場使用料の支出について（平成27年2月23
24日分）

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,231,200

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
41,580

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 「なにわ４１そ２２０９」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
6,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 「なにわ４１そ２２０５」２４か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
6,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
658,800

健康局 生活衛生課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　「畜産の研究」（平成２７年１月号～３月号）買入経費の支出について（２月分）
2,073

健康局 生活衛生課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（平成２７年１月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 そ族昆虫防除事業用　大阪府市環境衛生関係業務研修会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（平成２７年２月６日開催）
10,700

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
540

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
9,260

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
8,320

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
1,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
9,620

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用殺ウイルス・殺菌消毒薬外２点の買入経費の支出について
18,025

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用薬包紙の買入経費の支出について
302

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用殺ウイルス・殺菌消毒薬外２点の買入経費の支出について
19,980
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健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用持針器外5点の買入経費の支出について
37,584

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用バッグスタンド外2点の買入経費の支出について
9,072

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用バッグスタンド外2点の買入経費の支出について
58,795

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用窒素ガス（圧縮）外１点の買入経費の支出について
36,828

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の門標外４点の買入経費の支出について
33,048

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について(1月30日納期分）
6,652

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の門標外４点の買入経費の支出について
35,640

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用水銀測定用サンプルボートの買入経費の支出について
22,518

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の門標外４点の買入経費の支出について
37,584

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用持針器外5点の買入経費の支出について
3,240

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の門標外４点の買入経費の支出について
295,288

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の門標外４点の買入経費の支出について
63,039

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 そ族昆虫防除事業用　セアカゴケグモ啓発リーフレット　外９点の印刷経費の支出について
429,948

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 そ族昆虫防除事業用　セアカゴケグモ啓発リーフレット　外９点の印刷経費の支出について
112,752

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 そ族昆虫防除事業用　セアカゴケグモ啓発リーフレット　外９点の印刷経費の支出について
23,760

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 そ族昆虫防除事業用　セアカゴケグモ啓発リーフレット　外９点の印刷経費の支出について
257,040

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 そ族昆虫防除事業用　セアカゴケグモ啓発リーフレット　外９点の印刷経費の支出について
53,460

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 環境衛生事業（ビル衛生管理事業）　空気環境測定器の修繕の実施及び同経費の支出について
129,600

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
91,397

健康局 生活衛生課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２７年１月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（１月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月分）
48,457

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（１月分）
61,919

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月分）
4,722

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 「平成２７年度食品安全委員会と共催で行う意見交換会に関する事前説明会及び平成２６年度第２回地方公共団体職員向け学習会」の出席について
28,680

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 薬事事務事業用　全国薬務関係主管課長会議出席にかかる旅費の支出について（平成２７年２月２５日開催）
28,880

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月分）
5,071

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月分）
4,535

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月分）
3,900

健康局 生活衛生課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（１月分）
27,679

健康局 生活衛生課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「医薬品、医療機器関係実務便覧　追録」の買入経費の支出について
10,000

健康局 生活衛生課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（1月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
146,664

健康局 生活衛生課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
433,836

健康局 生活衛生課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（平成２７年２月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　検体搬送用スワブの買入に係る経費の支出について（１月発注分）
9,828

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　０.２５mol/lシュウ酸ナトリウム液外２点買入に係る経費の支出について（１２月分）
25,099

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（動物管理センター１月分）の支出について
2,114

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター１月分）の支出について
16,876

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所１月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設借上経費の支出について（平成２７年１月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター１月分）の支出について
900

健康局 生活衛生課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
2,208

健康局 生活衛生課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２７年１月分）
33,500

健康局 生活衛生課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生検査事業用顕微鏡用油浸オイルの買入経費の支出について
972

健康局 生活衛生課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２６年１２月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
6,482

健康局 こころの健康センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（12月分）の支出について
160,050
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健康局 こころの健康センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（12月分）の支出について
6,120

健康局 こころの健康センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（12月分）
10,257

健康局 こころの健康センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（12月締分）
10,330

健康局 こころの健康センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について（１回目）
523,721

健康局 こころの健康センター 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について（１回目）
136,267

健康局 こころの健康センター 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
220,118

健康局 こころの健康センター 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療と福祉の連携を推進する都道府県における中核的人材育成研修の受講及び同経費の支出について
29,040

健康局 こころの健康センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年度第１～２回ひきこもり市民講座にかかる講師謝礼の支出について
31,980

健康局 こころの健康センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（11月7日実施分）
9,640

健康局 こころの健康センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成２６年度中部・近畿ブロック精神保健福祉センター長会への出席にかかる旅費の支出について
6,000

健康局 こころの健康センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 全国自殺対策主管課長等会議（平成２６年度第２回）への出席及び同経費の支出について
28,840

健康局 こころの健康センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健担当者向け改正精神保健福祉法への対応研修受講にかかる経費の支出について
36,820

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２６年度第４～５回こころの健康講座にかかる講師謝礼金の支出について
29,820

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成26年12月24日分）
22,680

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　飲酒と健康を考える会にかかる講師謝礼金の支出について（1月30日分）
12,280

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（12月分）
19,804

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（12月分）
206,767

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（12月分）
24,364

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（12月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１２月提供分）
392,910

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（11月27日実施分）
8,480

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修にかかる参加費の支出について（平成27年2月25日参加日）
34,000

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・２月審査分（概算））
109,799,951

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１月審査分・後期高齢）入院費の支出について
61,820

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（１月審査分・国保）入院費の支出について
809,283

健康局 こころの健康センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・２月審査分（概算））
2,152,022

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,756,083

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,020

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１２月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
616

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１２月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
130,338

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・２月審査分（概算））
759,254,000

健康局 こころの健康センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・２月審査分（概算））
16,527,000

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・12月19日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・12月19日開催分）
2,960

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
75,852

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
980

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,672,166

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
98

健康局 こころの健康センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（１月分）
41,407

健康局 こころの健康センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,755

健康局 こころの健康センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・介護）医療費の支出について
120,558

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　総福応用連票（Ａ４縦）外２点の印刷代金の支出について
259,160

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（1月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（1月分）の支出について
6,120

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修にかかる出張旅費の支出について
73,920

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　総福応用連票（Ａ４縦）外２点の印刷代金の支出について
286,848

健康局 こころの健康センター 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　総福応用連票（Ａ４縦）外２点の印刷代金の支出について
67,432

健康局 こころの健康センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　精神障害者の地域移行推進に係るヒアリングへの出席及び同経費の支出について
57,490
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健康局 こころの健康センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第３四半期分）
175

健康局 こころの健康センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第３四半期分）
812

健康局 こころの健康センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（１月締分）
9,670

健康局 こころの健康センター 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　平成２６年度第２回全国精神保健福祉センター長会・大都市部会への出席及び同経費の支出について
28,500

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成27年1月29日実施分）
35,380

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費
精神医療事業用　全国精神医療審査会長・精神保健福祉センター所長会議及び全国精神医療審査会連絡協議会総会・精神医療審査会委員等研修への出席及び同経費
の支出について 29,700

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費
保健医療事業用　全国精神医療審査会長・精神保健福祉センター所長会議及び全国精神医療審査会連絡協議会総会・精神医療審査会委員等研修への出席及び同経費
の支出について 28,520

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
3,222

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
536

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
21,717

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
640

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
257,907

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
5,612

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（1月分）
5,560

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（１月分）
345,600

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（1月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・１月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（1月分）
6,300

健康局 保健所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１２月分）
82,515

健康局 保健所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成26年度国立保健医療科学院「健康日本21（第二次）推進のための栄養・食生活の施策の企画・調整に関する研修」の受講にかかる出張及び同経費の支出について
33,740

健康局 保健所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立住吉市民病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立総合医療センター分）
52,509

健康局 保健所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健栄養指導事業用「喫食者指導教室（よりよい給食に向けての研修会）」周知用ハガキの購入経費の支出について
22,880

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１０月分の支出について
3,920

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１１月分の支出について
3,240

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１１月分の支出について
6,120

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１０月分の支出について
5,264

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１１月分の支出について
680

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１０月分の支出について
4,272

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１１月分の支出について
4,188

健康局 保健所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立十三市民病院分）
53,697

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
1,267

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　12月分）の支出について
22,428

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金にかかる経費の支出について（１２月分）
31,391

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所12月分）
2,291

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所12月分）
54,609

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所12月分）
2,302

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　2月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　2月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成27年02月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　12月分）の支出について
1,298

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２６年１１月追加分）の支出について
480

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２６年１２月分）の支出について
1,360

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年度国民健康・栄養調査用図書購入経費の支出について
33,500

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（2614号）
31,300

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2603号）
38,550

健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 大阪市診療報酬明細書及び大阪市小児ぜん息等医療費助成制度における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（10～12月分）
30,346
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健康局 保健所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 大阪市診療報酬明細書及び大阪市小児ぜん息等医療費助成制度における診療報酬明細書事務点検等委託料の支出について（10～12月分）
1,051,482

健康局 保健所管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健事業用リサイクルトナーカートリッジ外2点買入経費の支出について
39,960

健康局 保健所管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健事業用リサイクルトナーカートリッジ外2点買入経費の支出について
15,552

健康局 保健所管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成26年12月3日請求分)
11,280

健康局 保健所管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成26年12月22日請求分)
10,960

健康局 保健所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（１２月分）
432,712

健康局 保健所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾病に関する自立支援員研修の受講に係る資料代の支出について
1,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
40,273

健康局 保健所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害の補償等に関する法律（旧第一種指定地域）担当課長会議出席について
58,480

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２７年１月分アトピー相談にかかる医師報償金の支出について
49,780

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年１２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
40,273

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　２月分（その２）
1,595,180

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　２月分（その１）
640,408,970

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（２月支払分）
68,921,921

健康局 保健所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 公害健康被害補償給付費過払金返還に係る返納金の支出について
2,806,910

健康局 保健所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（1月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（1月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2615号）
34,400

健康局 保健所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2612号）
27,850

健康局 保健所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成26年度　判断困難事例調査研究班会議出席に係る旅費の支出について（東京都千代田区）
27,240

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 健康局管理運営用　平成26年度全国衛生部長会協議会の参加及び同経費の支出について
28,500

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１月分）
472,875

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１月分）
170,235

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 大阪市保健所レセプト点検業務委託業者選定会議（第１回）に係る報償金及び交通費の支出について
41,105

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（１月分）
10,140

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（１月分）
5,320

健康局 保健所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
3,596

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度　難病・小児慢性特定疾患児保健師研修（基礎編）の実施にかかる講師報償金の支出について（平成27年1月27日分）
12,820

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 小児慢性特定疾病に関する自立支援員研修への出張にかかる旅費の支出について（2月19日～20日開催）
37,840

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年2月分）（12月診療分確定払い）
2,626,344

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年2月分）（12月診療分　確定払い）
233,659

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病対策事業用医療費の支出について（平成27年1月診療分　国保連）（2月審査分　概算払い）
11,374,482

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年１２月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
3,880

健康局 保健所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年2月支払国保分）
127,332

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年1月審査分　社保基金）
97

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年11月診療・平成27年1月作成分）
126

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年11月診療・平成27年1月作成分）
1,012

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年1月審査分　社保基金）
133,551

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年1月作成分）
6,308

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年12月診療分　社保基金）
7,418

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成26年12月診療分　社保基金）
9,855

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年1月作成分）
4

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年1月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年2月分 社保基金）（1月診療分 概算払い）
6,835,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年2月分 社保基金）（1月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病対策事業用医療費の支出について（平成27年1月診療分　社保基金）（2月審査分　概算払い）
43,281,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年1月社保基金提供分）
1,796

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成27年1月社保基金審査分）
65,537
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健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年１月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804

健康局 保健所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年2月支払社保基金分）
1,776,243

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(１月分)の支出について
29,920

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度健康づくり地区組織活動研修会用会場使用料の支出について（平成27年2月25日実施分）
46,400

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「小児慢性特定疾患治療研究事業用封筒　外1点」買入経費の支出について
49,053

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾病医療受給者証外１件の印刷にかかる経費の支出について
56,700

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年1月審査分　国保連）
63,504

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成27年1月審査分）
2,548

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成27年1月審査分）
2,548

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用1月分）の支出について
570

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用1月分）の支出について
8,200

健康局 保健所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成27年1月国保審査分）
7,656

健康局 保健所管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯外4点買入経費の支出について
62,024

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
5,688

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（１月分）
48,680

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（１月分）
54,300

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
432

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,614

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
864

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
1,040

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
252

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
3,366

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成27年1月分）
2,508,386

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
320

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
2,352

健康局 保健所管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　２月支払分（再支出分）
106,080

健康局 保健所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 保健所一般業務用公用車継続検査にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局 保健所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 保健所一般業務用公用車継続検査にかかる法定費用の支出について
27,840

健康局 保健所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 保健所一般業務用公用車継続検査にかかる法定費用の支出について
43,200

健康局 保健所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成26年度公害健康被害の補償等に関する法律事務にかかる電子計算処理業務委託料の支出について（12月・1月分）
7,233,840

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
75,185

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（２月分）
45,200

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（２月支払分）
139,320

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（２月分）
484,800

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（２月分）
1,436,100

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（２月分）
16,766,100

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年３月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年３月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成27年02月26日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（1月分）の支出について
151,340

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（1月分）の支出について
228,300

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,044

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 難病患者療養相談事業用訪問指導記録票の印刷経費の支出について
225,849

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
16,870

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
684

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,036

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
666
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健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
242

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
204,120

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
679

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
246

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年2月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年国民健康・栄養調査血液検査業務委託（単価契約）に係る経費の支出について
206,388

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年2月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
3,374

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
4,838

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
120

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,482

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
207,690

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,794

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
485

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
1,893

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（１月分）
23,226

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（１月分）
5,410

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（１２・１月分）その１
13,654,683

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会泉尾病院分）
40,273

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（１２・１月分）その２
43,221

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（２月支払決定分）その２
11,493,784

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　２月支払分（その２）
230,000

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年2月分）
132,480

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　２月支払分（その１）
80,295,400

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（２月支払決定分）その１
239,047,802

健康局 保健所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２７年１月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
32,620

健康局 保健医療対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年１１月分）
2,796

健康局 保健医療対策課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
60,014

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム用市内出張交通費(1月分)の支出について
1,200

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(1月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(1月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(1月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(1月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成27年02月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 保健衛生システム（母子保健システム）住民基本台帳等システム再構築に伴うシステム改修業務委託にかかる経費の支出について
5,404,644

健康局 保健医療対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健医療対策課指導グループ　１月１６日）の支出について
574

健康局 保健医療対策課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 全国厚生統計主管課担当者会議への出席にかかる旅費の支出について
28,840

健康局 保健医療対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
6,006

健康局 保健医療対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（平成２７年１月分）
9,433

健康局 保健医療対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医師・歯科医師・薬剤師調査用料金後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
810

健康局 保健医療対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医師・歯科医師・薬剤師調査用料金後納郵便料金の支出について（平成27年1月分）
550

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用　医薬材料（塩化ベンザルコニウム液）の買入経費の支出について
22,680

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１２月分）
8,145

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１２月分）
5,127

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第３四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり25号）エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第３四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１０３）
8,653

健康局 感染症対策課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
60,956

健康局 感染症対策課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
3,470
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健康局 感染症対策課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（12月分）
892,657

健康局 感染症対策課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用　エッペンドルフチップ（2-200μｌ用）代金の支出について（1月6日発注分）
29,407

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
29,548

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
12,900

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
16,850

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１０月分）
33,316

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１２月分）
5,485

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１２月分）
23,924

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について（12月19日発注分）
4,233

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１１月分）
273,844

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１１月分）
53,136

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（１１月分）
27,000

健康局 感染症対策課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１１０）
30,601

健康局 感染症対策課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４）
27,848

健康局 感染症対策課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（１２月入力分）の支出について
6,215,148

健康局 感染症対策課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症発生動向調査事業用　ファクシミリトナー買入経費の支出について
72,360

健康局 感染症対策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 ＤＯＴＳ事業用「くすり整理ボックス」外2点の買入経費の支出について
420,775

健康局 感染症対策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料（再リース分）の支出について【平成27年1月分】
9,428

健康局 感染症対策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（１月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成27年1月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１１月戻入分）の支出について
449,517

健康局 感染症対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
880

健康局 感染症対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
56,398

健康局 感染症対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ買入れに係る所要経費の支出について（1月19日発注分）
76,680

健康局 感染症対策課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１）
6,529

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２７年１月分）
31,340

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定３か月点検）の実施及び同経費の支出について（３回目）
10,800

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防接種等用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」外１点の購入にかかる経費の支出について
44,496

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（１月分）
4,785,739

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（１月分）
18,360

健康局 感染症対策課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（１月）
10,897

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１月分）
320,100

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（１月分）
9,200

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）後期高齢
152,786

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）国保一般
626,703

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）後期高齢
2,374,380

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（２月概算分）国保一般
2,351,970

健康局 感染症対策課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年１月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド専用採血管」の購入にかかる経費の支出について
345,600

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ミジットＰＡＮＴＡ　外１点」の購入にかかる経費の支出について
13,154

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「喀痰溶解剤　外１点」の購入にかかる経費の支出について
13,975

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢ－ゴールド」の購入にかかる経費の支出について
388,800

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１月分）
7,154

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（１２月分）
2,309,304

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（１月分）
40,831

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月概算分）
33,858,382

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月概算分）
3,378,060

健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１月追給分）
6,840,558
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健康局 感染症対策課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年度原子爆弾被爆者健康診断検査業務委託にかかる経費の支出について
204,261

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
2,970

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
640

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
48,330

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 梅毒検査用　ＳＳＴ抗原ヤトロン代金の支出について（1月19日発注分）
48,600

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット代金の支出について（1月27日発注分）
110,160

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）国保一般
2,842

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）後期高齢
22,932

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）後期高齢
4,802

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成26年度定点医療機関検体搬送業務委託料（概算契約）の支出について（1月分）
98,431

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（１月分）国保一般
27,440

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（1月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務にかかる業務委託料の支出について（１月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４７）
1,494

健康局 感染症対策課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№７２）
39,569

健康局 感染症対策課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期・№８）
3,618

健康局 感染症対策課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「消毒用エタノール」の購入にかかる経費の支出について
103,680

健康局 感染症対策課 平成27年02月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 カラープリンタ用インクカートリッジの買入及び同経費の支出について
6,393

健康局 感染症対策課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１２月分）の支出について
600,356,308

健康局 感染症対策課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
4,700

健康局 感染症対策課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
2,880

健康局 感染症対策課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
2,240

健康局 感染症対策課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（１２月分）
5,820

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 ハンセン病問題講演会用　阿倍野区民センター会場使用料の支出について
75,240

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
19,082

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
13,142

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
28,490

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
10,806

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
15,104

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（1月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
420

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
255,004

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
5,283

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
328

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
926

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
205

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
11,939

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（1月分）
123,457

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（1月分）
1,146,490

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（1月分）
120,190

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
11,664

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（１月）
17,280

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２０）
1,258

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（１月分）阿倍野支店分
340,513

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（１月入力分）の支出について
3,157,290

健康局 感染症対策課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成27年2月4日口座振替不能分）
23,840

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１１月分）
1,260
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健康局 環境衛生監視課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
1,890

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度生活衛生関係技術担当者研修会への出席および同経費の支出について
29,240

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる経費の支出について（１２月分）
38,858

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（２月２３日分）
120,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
14,674

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車「なにわ300や5580」のタイヤ交換の実施及び同経費の支出について
54,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（１月分）
6,378

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（１２月分）
24,158

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１２月分）
9,317

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１月分の支出について
82

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
1,620

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１月分の支出について
490

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）１月分の支出について
2,238

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度１２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
1,458

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用はがきの購入にかかる経費の支出について（西部生活衛生監視事務所所管　許可満了更新通知用、第４四半期発送用）
34,060

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２６年度１２月分）
10,920

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度１２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
13,714

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４１そ２１４８」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４１そ２１４８」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４１そ２１４８」定期点検整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１月分の支出について
200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１月分の支出について
1,093

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)１月分の支出について
1,850

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
9,749

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
1,674

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（１２月分）
38,322

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４８０え２３４０）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４８０え２３４０）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
26,370

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４８０え２３４０）の車検の実施にかかる法定費用の支出について
6,600

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用　クリップボード外２３点の買入経費の支出について
74,595

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１２月分）
25,619

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（１２月分）
756

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（１２月分）
4,893

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,735

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所用「インデックス外３８点」買入にかかる経費の支出について
41,461

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（１月分）
9,538

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
972

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
140

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
1,300

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
600

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
830

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41つ518」の継続検査追加整備にかかる経費の支出について
69,282

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費12月分の支出について
3,960

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（12月分）
6,419

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（12月分）
11,186

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（12月分）
3,498

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（12月分）
324

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（12月分）
1,632
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費1月分の支出について
5,160

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分（1月19日・1月21日・1月24日・1月28日分）の支出について
756

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分（1月19日・1月21日・1月24日・1月28日分）の支出について
2,060

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金1月分（1月19日・1月21日・1月24日・1月28日分）の支出について
470

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがき購入にともなう経費の支出について（「更新講習会案内用第４四半期分」）
18,720

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(12月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（１１月分）の支出について
3,560

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 （１）第43回全国環境研協議会総会及び（２）平成26年度地方公共団体環境試験研究機関等所長会議出席に係る旅費の支出について
37,540

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム　他４点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
119,880

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　しゅう酸ナトリウム溶液　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
2,041

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣカラム　他７件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
376,228

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２．０ｍｌ滅菌スクリューキャップマイクロチューブ　他１件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
268,056

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　チオ硫酸ナトリウム溶液　他６件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
21,837

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ツーポジションチューブ　他２点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
45,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　蒸留水製造装置用イオン交換樹脂カートリッジ　購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
21,168

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｐＨ電極　他３点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
41,059

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ用ピークフェラル　他３点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
107,784

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　ガスクロマトグラフシステム・液体クロマトグラフ保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
1,319,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　ガスクロマトグラフ質量分析装置保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
988,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所自動分注希釈装置（スマートダイリューター）保守点検業務の経費支出について
113,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用キャピラリーカラム　他２件購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
75,988

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　５０ＵＬマイクロシリンジ　他１４件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
451,882

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用キャピラリーカラム　他１件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
129,902

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用カーギル標準屈折液　他１点の購入及び経費の支出について
59,832

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　顕微鏡用カバーガラス　他２件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
20,628

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガス　他２件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
48,168

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　超高純度ヘリウムガス購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
28,512

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　共通摺合試験管　他８件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
81,821

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　３１００／Ａｖａｎｔ／３１３０　キャピラリーアレイ　他４件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
830,239

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ用イオン源部品　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
21,060

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＥＬＩＳＡプレートリーダー用ハロゲンランプ　他２５件購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
1,067,007

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＳ－２５ガラス繊維濾紙購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
15,660

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　電子天秤12台保守点検業務の経費支出について
226,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　有機物電気燃焼炉移動炉修繕にかかる費用の支出について
75,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ分析用バイアルキット　他７点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
349,423

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　駒込ピペット　他７点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
268,682

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務実施及び経費の支出について（単価契約１２月分）
6,026

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 日本マイコトキシン学会第76回学術講演会出席に係る参加費の支出について
2,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 日本マイコトキシン学会第76回学術講演会出席に係る旅費の支出について
29,980

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度地方衛生研究所全国協議会衛生理化学分野研修会出席に係る旅費の支出について
25,740

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 大阪市立環境科学研究所高度安全超微量化学分析室空調機修繕にかかる経費の支出について
378,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　原子吸光光度計保守点検業務の経費支出について
160,704

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　水銀分析装置保守点検業務の経費支出について
368,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（12月分）の支出について
5,220

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 平成26年度　希少感染症診断技術研修会参加に係る旅費の支出について
37,540

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
720

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
8,844

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用ペリスタルティックポンプ固定ゴムの購入及び経費の支出について
6,912
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム　他１０点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
385,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（１月繰り戻し手続き分）の支出について
10,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 第88回日本細菌学会総会出席に係る参加費の支出について
80

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所給水管等漏水調査業務委託の実施並びに同経費の支出について
4,752,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 第88回日本細菌学会総会出席に係る参加費の支出について
9,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 厚労省通知法腸管出血性大腸菌検査実習出席に係る参加費の支出について
21,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シリンジ（１００μｌ）　他３点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
13,908

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ローターアダプター　他１７点購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
1,471,586

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガス購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
4,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 オートクレーブGLP保守点検業務にかかる交換部品の購入経費の支出について
16,416

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用キャピラリーカラム　購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
59,724

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＡＭＶ　Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔａｓｅ購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
226,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リザーバー　他９点の購入及び経費に支出について（単価契約１月分）
211,798

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ICP質量分析装置RFジェネレーターの購入経費の支出について
399,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ発光分析装置トーチ　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
176,472

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　オートクレイブ保守点検業務の経費支出について
89,640

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究　ＩＣＰＭＳ質量分析計保守点検業務の経費支出について
526,608

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ディスポーザブルガラス試験管購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
17,582

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用絶縁油中　ＰＣＢ簡易前処理カラムキットの購入及び経費の支出について
27,540

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　産業用ワイパー　の購入及び経費に支出について（単価契約１月分）
5,961

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　８連ＰＣＲチューブ　他１０点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
236,433

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素５０Ｌ　他８点購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
103,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）
21,402

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＤＮＡ抽出・精製用バッファー　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
26,265

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 環境科学研究所給湯管等修繕の実施並びに同経費の支出について
648,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料の支出について（平成26年1月分）
1,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の経費の支出について（ 1月分）
563,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（単価契約　1月分）
32,389

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　高圧蒸気滅菌装置(オートクレイブ）3台の保守点検業務の経費支出について
471,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（ 1月分）
431,756

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入の経費の支出について　（1月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の支出について（1月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（１月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（1月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について（1月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について(1月分)
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入の経費支出について（1月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用カスタムプライマーの購入及び経費の支出について
8,262

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
103,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴＳＩ寒天培地購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
9,460

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イオン交換樹脂再生　他７点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
107,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　炭酸ガスサイホン付　他１点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
65,124

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 事務用品のスティックのり　他１６点の購入及び経費の支出について
42,505

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　無機分析用多機能チューブ購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
45,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　au one net接続料金の支出について(1月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 第49回日本水環境学会年会出席に係る参加費の支出について
12,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　外付け式ハードディスク　買入にかかる経費の支出について
13,392

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務実施及び経費の支出について（単価契約１月分）
2,333
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務実施及び経費の支出について（単価契約１月分）
1,944

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務実施及び経費の支出について（単価契約１月分）
583

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務実施及び経費の支出について（単価契約１月分）
972

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 衛生法規総覧　追録１４５７号他７件の購入及び経費の支出について
44,116

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（1月分）
12,275

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(１月分)
13,996

人事室 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,000

人事室 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
246

人事室 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
82

人事室 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,410

人事室 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
106,383

人事室 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター１月分）
10,260

人事室 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（１月分）
39,153

人事室 人事課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の支出について（平成26年12月実施分）
471,420

人事室 人事課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　専門委員（部長昇任面接）にかかる報酬等の支出について（平成26年12月実施分）
7,020

人事室 人事課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成27年1月請求分）
2,703

人事室 人事課 平成27年02月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年10月～12月分）
118,235

人事室 人事課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　職員情報システム用写真データ加工業務委託経費の支出について
149,688

人事室 人事課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（１２月分）
55,706

人事室 人事課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成26年12月実施分）
38,934

人事室 人事課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年12月分）
323,010

人事室 人事課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成26年12月分）
360

人事室 人事課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月実施分）
3,415,068

人事室 人事課 平成27年02月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について（１２月実施分）
113,724

人事室 人事課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１０回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
29,020

人事室 人事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年1月開催分）
166,355

人事室 人事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年1月開催分）
1,460

人事室 人事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
12,464

人事室 人事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年1月分）
20,758

人事室 人事課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年1月分）
360

人事室 人事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸトナーの購入経費の支出について
5,616

人事室 人事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（1月分）
7,175

人事室 人事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について(１月分）
15,120

人事室 人事課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談室の月額管理費及び修繕積立金の支払いについて（２月分）
233,673

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
16,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（平成27年１月分）
55,706

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
341,400

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
13,000

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
45,500

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
29,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
22,800

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
42,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
9,800

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
19,500

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
16,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
9,800

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
16,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
13,000
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人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
6,500

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
16,300

人事室 人事課 平成27年02月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成26年度第3四半期分手話通訳代の支出について
3,300

人事室 人事課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度職員定期健康診断業務委託Ａ（概算契約）にかかる経費の支出について（11月実施分）
2,211,422

人事室 人事課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（１月分）
1,100

人事室 給与課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　加除式書籍購入概算契約にかかる経費の支出について（株式会社ぎょうせい　公務員給与事務提要　ほか２件）第３四半期分
40,118

人事室 給与課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議に向けた事前調整に係る管外出張旅費の支出について
14,990

人事室 給与課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　加除式書籍購入概算契約の締結及び同経費の支出について（第一法規株式会社　地方公務員関係法令実務事典　ほか１件）
63,064

人事室 給与課 平成27年02月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成26年12月分）
3,928

人事室 給与課 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大都市労務担当課長会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について
77,920

人事室 給与課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成27年１月分）
1,824

人事室 給与課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議に向けた事前調整に係る管外出張旅費の支出について
4,500

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
71,075

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,197,710

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成E２６年１２月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
84,838

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,541,088

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
10,756,891

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
65,165

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
5,993,923

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
207,759

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
277,799

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
682,552

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,493,597

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,013,410

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
598,897

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
7,583,921

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
418,030

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,582,585

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,445,298

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
339,418

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
142,150

人事室 管理課 平成27年02月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
68,120

人事室 管理課 平成27年02月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,835,699

人事室 管理課 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
204,360

人事室 管理課 平成27年02月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２６年１２月分厚生年金健康保険料の納付について
203,769

人事室 管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（１２月分）
2,292

人事室 管理課 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２６年度　互助会交付金の支出について（２月期分）
5,471,000

人事室 管理課 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
20,298

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（２月６日支払分）
499,085,000

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 平成26年度　職員情報システム改修等業務委託（前期分）にかかる経費の支出について
65,686,032

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
20,400

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
10,200

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300
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人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
102,000

人事室 管理課 平成27年02月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
15,300

人事室 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　窓あき封筒の購入にかかる経費の支出について
141,480

人事室 管理課 平成27年02月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　単票源泉徴収票の購入にかかる経費の支出について
89,100

人事室 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 中労委　不当労働行為救済申立事件（チェック・オフ廃止）　第４回調査に係る管外出張命令及び経費の支出について
73,410

人事室 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２７年２月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
4,043,530

人事室 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年２月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
26,502,274

人事室 管理課 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年２月払　扶助料の未済給付について
115,742

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（１月分）
32,007

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
114,576

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（１月分）
871,452

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システム端末機器等借入（継続）にかかる経費の支出について（１月分）
956,016

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（１月分）
142,646

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（１月分）
113,184

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１月分）
23,652

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（１月分）
23,544

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（１月分）
356

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（１月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
40,262

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（１月分）
3,348

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（１月分）
215,956

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年２月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
153,246

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年２月払　退職手当の支出について（１０１）
74,273,578

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２７年２月払　失業者の退職手当の支出について（２１０）
195,750

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（１月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 給料　給料 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-5
13,736

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　扶養手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-7
245,200

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　扶養手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-8
2,000

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-7
36,780

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-8
300

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-5
2,229

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-5
12,531

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-6
4,028

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-7
60,126

人事室 管理課 平成27年02月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-8
643

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,902,185

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
10,210,408

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
441,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
1,816,170

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
588,050

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
290,838

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
136,240

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
316,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,344

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成27年２月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
36,946,297

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
14,689,029

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
29,198,498
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
10,723,708

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
31,792,036

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
14,068,869

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
11,143,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
38,545,790

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
478,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,159,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
486,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,322,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,470,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
575,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,510,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,259,740

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
1,961,166

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,757,489

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,724,699

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,449,146

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,525,693

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,589,078

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,017,110

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,803,866

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
4,578,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
626,050

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
860,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
956,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,819,066

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,032,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
2,262,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
4,330,193

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
929,835

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
78,284

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,954,793

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,587,594

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
7,581,516

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
204,503

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,677,845

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
217,010

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
217,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
134,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
90,790

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
862,329

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
333,070

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
194,340

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
413,703

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
236,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
269,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
562,200
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
361,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
291,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
174,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
616,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
745,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
908,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
144,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
691,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,472,561

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,689

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,780

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
753,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,307

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,415

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
587,681

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,315

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,711

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,840

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,369,528

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
991,952

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,008

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,882

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,693

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,454

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,265

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,314

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,152

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,921

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,455

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,609

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
62,457,206

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,030,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
11,115,697

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
3,983,350

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,310,185

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,076,444

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
804,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
64,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
358,246

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,167,486

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,778,333
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
256,910

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,249

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
40,893,175

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
37,936,482

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
33,939,694

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
44,556,267

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
37,809,926

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
81,049,249

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
42,233,783

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
35,056,449

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
59,901,933

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
56,192,601

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
67,393,297

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
38,646,483

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
63,036,487

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
44,075,384

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
50,133,840

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
111,630,016

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
40,044,961

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
34,641,393

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
40,716,837

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
60,293,611

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
40,104,248

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
52,040,525

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
32,316,101

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
40,080,744

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,112,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,248,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,117,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,069,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,833,589

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,357,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,500,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,397,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,297,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,432,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,281,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,226,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,191,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,563,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,488,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,332,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,947,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,329,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,503,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
3,494,784

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,510,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,540,900
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,239,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,031,842

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
9,476,580

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,458,614

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
7,226,263

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,862,652

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,458,155

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,999,862

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,610,586

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,929,586

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,978,289

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,840,731

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,975,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,830,134

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
7,609,468

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
10,641,214

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
7,465,098

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
8,532,985

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,877,906

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
10,150,886

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,629,776

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
10,182,381

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
13,556,941

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
18,646,483

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
11,346,029

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
8,779,239

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,749,225

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,440,475

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,840,425

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
2,125,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,445,225

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,441,425

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,586,825

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,433,825

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,262,825

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,518,825

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,404,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,312,225

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,506,025

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,210,850

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,465,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,380,625

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,323,625

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,313,650
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,319,825

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,733,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,355,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,066,534

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,585,870

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,325,707

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,764,324

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,966,394

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,968,974

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,712,591

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,475,689

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,733,129

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,896,603

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,723,777

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,404,194

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
4,925,955

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,745,314

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,546,055

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,426,235

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,168,513

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,589,628

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,212,355

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,953,953

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
4,765,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,508,897

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,289,713

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,795,321

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
378,881

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
771,779

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
694,039

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
471,637

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
563,120

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
531,047

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,250,380

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,438,234

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
246,821

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
940,920

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
533,510

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,314,488

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
715,716

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
401,346

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
621,512

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,470,033

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
764,904

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
878,530

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
483,350

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
3,101,752

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,919,005
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
567,312

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
545,799

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
246,777

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,820

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,430

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
870

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
790

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,010

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
9,860

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
850

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
744,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
931,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
787,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
375,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
507,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
846,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
831,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,269,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
608,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
620,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,105,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,102,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,578,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,698,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
2,609,147

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
595,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,018,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,027,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
729,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
830,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
764,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,385,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,330,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,115,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
26,000
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
62,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
68,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
50,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
38,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
26,026

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（西淀川区役所）
106,812

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,804,995

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
729,267

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,210,930

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
935,370

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,599,474

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,963

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,569

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,767,971

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,009,801

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,742,435

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,415,532

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,918,356

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,575,901

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,612

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,520

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,789,461

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,083

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,969,033

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,414,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,077

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,360,607

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
999,502

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,963

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,889

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,182

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,602,021

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
992,797

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
985,979
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,658,180

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,557,190

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,263

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,705

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,727

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,796

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,526

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,142,498

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,186

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,381,525

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,018,620

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,112

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020,671

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,028,134

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
984,117

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,375,570

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
607,769

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,026

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,782,272

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,686

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,364

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,088

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
157,762

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,155

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
160,726

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
122,944

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,560

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
316,211

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
138,651

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
165,754

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,430

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,861

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,409

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
330,572

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
126,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,387

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,673

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,507

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,299

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,470

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
81,778

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,980

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
103,399

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,362

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,148

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
103,194
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,544

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,164

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,799

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,435

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,781

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,445

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,980

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,868

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,380

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,902

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,763

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,706

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,034

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,664

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,544

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,307

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,158

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,979

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,398

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
142,013

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,390

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,349

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,090

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,015

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,109

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,851

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,014

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
820

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
33,586,917

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,147,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
5,860,505

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,642,550

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,848,045

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
714,360

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
781,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,185,028

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,507

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
177,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
886,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
283,136,322

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
531,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
10,084,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
27,975

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
47,556,875

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
139,875

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
83,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
5,085,350

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
14,169,285

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
3,759,028

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
13,815

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
22,841

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
46,991

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
27,186
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
14,012

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
24,234

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
24,187

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
14,623

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
12,399

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
9,254

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
32,926

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
28,114

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
31,410

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
11,818

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
43,553

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
21,804

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
5,853,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,380,653

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,392,601

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
183,309

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
351,301

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
299,556

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
123,198

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,544,394

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,641,753

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,094,682

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,642,898

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,003,887

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,426,632

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,908

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,195

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
934,906

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
363,895

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,048

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,545

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,287

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
93,179

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,834

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,012

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,440

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
62,725,602

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,515,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
11,117,123

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
3,594,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,078,204

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
859,390

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,624,200
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,557

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
291,149

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,232

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,812

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,009

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
626,178

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,219

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,370,917

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,960

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
351,819

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成27年２月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
224,652

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
21,378,252

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
700,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
3,866,670

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,568,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,190,746

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
59,070

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
292,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,593

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
36,807,383

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,096,942

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
571,299

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,555,674

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
864,005

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
634,992

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
977,296

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
977,029

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,002,731

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
912,752

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
650,162

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,607,148

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,085,029

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,965,532

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
128,701,488

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,626,272

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,460,072

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,094,859

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,374,240

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,403,689

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,329,106

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,301,627

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
723,493

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,499,143

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,867,086
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,426,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,015,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
4,727,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
58,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,058,508

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
173,595

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
99,627

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
287,222

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
22,406,498

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
285,784

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
131,970

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
209,355

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
176,441

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
152,506

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
243,435

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
140,265

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
207,915

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
103,877

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
289,725

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
251,297

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
258,255

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
208,935

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
255,795

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
334,680

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
196,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
228,733

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
348,504
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
269,490

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
245,685

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
92,145

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
832,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,403,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
40,850

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
5,759,850

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,562,419

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
13,919,096

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
420,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
49,410

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
68,370

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
56,960

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
61,330

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
27,040

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
10,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,911,436

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
644,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
2,217,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,373,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
61,000
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
2,804,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
509,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
600,076

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,606

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
797,639

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
162,508

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,032

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,256,370

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
271,514

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,916

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,620

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,442

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,242,351

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
586,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
272,517

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,002

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,893

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
56,597

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,242

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,035

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
920

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,890

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,938

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
104,760

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,663

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
149,362

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
720

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,318,044

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,249

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
495,092

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,360

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,366,410

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,037,903

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,124

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,351,962

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
161,180
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
132,340

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,196

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,550,588

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
940,891

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,122

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
865,785

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,482,814

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,842

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
190,754,053

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
6,800,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
33,241,928

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
281,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
9,492,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
9,910,767

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,883,046

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
6,403,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
62,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
4,265,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
44,877

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,009,049

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,023

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,052

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
273,690

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,186

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
152,506

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,674

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,002,601

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,880

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,920

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,558

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,344,588

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,696

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,456

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,782

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,256

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,400,546

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,812

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,330

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
790,961

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,940

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,059,845

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,550

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
174,859,319

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
166,895,247
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
136,814,906

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
3,801,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
4,238,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
3,863,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
26,859,029

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
23,253,856

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
28,095,595

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
6,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年２月　給与の支給について
856,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
4,898,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
8,462,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
26,051,768

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
8,195,260

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
100,624

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,401,085

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,958,041

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,686,782

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
406,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
3,034,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
3,031,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
3,208,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
53,976

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
428,046

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,922,967

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,835

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,058

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,628

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,773

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,376,603

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,636

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,378

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
574,699

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,430

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,440,369

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
366,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,650,874

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,575,093

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
256,075

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
888,355

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,525

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
228,488

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,090

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
113,900
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,990

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,692,381

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,839

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
133,122

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,686,007

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,833

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
502,281

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,252,193

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,518,451

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,544

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,655,957

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,127,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,340

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,416,144

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
920,997

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
603,636

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,174

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
808,891,133

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
47,188,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
135,609,784

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
7,163,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
23,790,135

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
14,742,869

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
30,025,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
13,070,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
1,086,926

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,476,792

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
126,080

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
314,942

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
49,864

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,896

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,860

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,980

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,105

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,472

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,705,365

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
265,670

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
94,230,191

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
3,309,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
16,959,812

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
6,983,640

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
4,653,317

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,163,688

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,848,515

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,668
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350,022

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,268

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,624

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,251

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,680

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,520

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,442

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
648,154

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,884

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,280

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,814

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
105,022,897

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
143,764,902

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
195,078,572

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
4,858,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
11,451,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
7,880,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
24,461,944

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
18,182,080

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
33,085,367

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
3,600,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
2,340,125

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
2,097,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
4,364,093

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
7,483,116

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
9,151,554

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,753,572

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,641,765

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
5,526,448

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
139,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
242,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
3,091,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
2,488,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
2,597,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
47,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
4,249

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
163,330

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
350,097

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
15,568

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
100,122

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
813,146

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,018
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,935

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
745,652

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,777

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,280

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,460

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,390

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,240

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,053

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,601

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,680

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
88,479,350

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
4,548,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
15,478,361

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
3,585,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,031,372

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,888,892

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,040

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,422,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
329,930

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
66,328,710

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
2,482,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
11,525,402

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
2,773,050

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,164,018

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,078,030

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,427,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,984

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,474,148

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,413

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
356,142

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,250

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,540

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
968,128,298

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
52,476,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
164,903,459

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
10,630,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
106,273,836

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
31,647,039

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
23,545,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
22,920,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
419,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
79,623

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
17,547,477

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年２月　給与の支給について
836,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,722

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,578,573
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
326,341

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,228,810

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
325,940

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
544,655

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,880

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-9
385,553

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
206,535,860

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
6,306,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-9
43,498

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
32,838,990

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
13,224,518

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
17,084,253

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,789,859

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年２月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
3,051,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月　給与の支給について
15,094,007

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年２月給与の支給について（別途追給）26-9
562,514

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
795,513

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,520

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,666,234

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
902,511

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,325

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,789,176

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,101,855

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,438,296

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,762

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,260

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,502

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,680

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
286,860

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
136,930

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,269

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,919,278

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
352,190

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,726

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
220,590

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
709,854

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,758,930

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
291,761

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,291,644

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,523

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
885,042

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,375

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
921,114

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,635

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
860
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,856

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,241,245

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
410,016

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,726

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
644,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,042,118

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,620

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,660,935

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
304,380

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
133,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
6,740

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
45,040

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,806

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,255,588

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,810

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
110,192

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,202,189

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
96,193

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,854,151

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,043,569

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
583,518

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,335

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,370

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,245

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,120

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
13,922,433

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
27,245,231

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,821,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
563,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,410,011

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
4,739,893

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
561,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
520,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,545,531

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
302,705

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
552,642

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
342,735

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
226,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
391,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
7,562,135

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
232,700
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
1,343,415

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
464,550

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,347,162

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
110,280

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,785

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
41,130,522

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,781,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
7,059,120

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,226,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,618,909

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
860,482

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
891,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,215

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,430,164

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
249,458

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
120,532

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,174

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,564

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,478

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,145

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,614,612

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
54,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
263,173

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
153,015

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,017

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,920

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,640

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,940

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,960

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,240

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,320

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
840

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
705,141

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
34,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
115,890

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
228,080
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
511,955

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
80,835

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
33,795

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,659

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,320,901

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,126

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,314

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
305,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,540

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,070

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,437,882

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
233,635

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
29,146

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
53,350

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
770

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
250,325

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
39,525

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
47,640

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
727,009

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,091

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
55,505,785

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
3,294,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
9,238,817

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,081,497

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,657,113

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
28,170

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
1,052,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,522

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
48,602

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
372,716

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,580

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,712,513

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
262,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
624,789

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
120,928

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
37,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
31,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
59,800
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
37,797,921

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,624,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
6,497,513

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
1,094,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
3,456,004

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
505,091

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
709,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
198,149

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,580

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
8,167,149

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
312,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
1,438,736

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
428,450

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
362,778

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
173,960

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
849,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
134,610

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
57,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,157

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
14,428,857

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,525,157

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
785,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,172,264

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
730,650

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,072

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,030

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,956

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,636,517

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,083,375

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,539

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,769

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
280

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,259

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
176

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,387

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
13,944

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,765

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
320

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
17,717

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
10,150

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
41,509

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,055

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,472

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
636,607
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人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
20,803

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
41,497

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
19,885

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,482

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
78,180

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
5,963

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,980

人事室 管理課 平成27年02月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
500

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,425

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
258,100

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,488

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,862

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,613

人事室 管理課 平成27年02月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
394

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,998,256

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
237,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
700,845

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
137,750

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,050,699

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
191,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
781,164

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
5,043,293

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
6,059,916

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
5,143,224

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
5,991,519

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,070,481

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
4,923,342

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,460,118

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,556,020

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
5,206,667

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,075,572

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,080,523

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,108,091

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,560,028

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,478,245

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,516,210

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,115,094

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,591,925

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
4,240,069

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,051,044

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
5,283,810

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
7,164,674

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,863,423

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,001,813

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,846,061

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
12,639,168
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人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
121,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
96,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
71,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
333,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
119,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
94,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
129,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
155,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
166,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
1,159,248

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
576,095

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
844,331

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
2,117,750

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
861,161

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
498,001

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
522,324

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
472,720

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
615,210

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
489,490

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
564,778

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
815,526

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
440,685

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
504,014

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
495,362

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
502,375

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
980,480

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
521,914

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
971,727

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
593,293

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
857,398

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
560,616

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
591,039
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人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
690,961

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
811,692

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
270,750

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
72,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
884,268

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
145,517

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
75,782

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
116,672

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
15,863

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
25,906

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
117,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
22,005

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
218,220

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
95,532

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
45,909

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
8,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
9,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
88,045

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
17,105

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
107,130

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
5,763

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
109,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
81,040

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
5,290

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
139,530

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
114,500



平成26年度（平成27年02月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
380,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,965,717

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,854,339

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,989,630

人事室 管理課 平成27年02月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,182

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
24,986,026

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
1,422,510

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
4,215,160

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
279,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
401,930

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
1,265,667

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
1,524,680

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
876,536

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
99,280

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
20,832

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
28,820

人事室 管理課 平成27年02月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年２月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
15,127

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
747,531

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,087,328

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
616,373

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
369,755

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
804,449

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
602,547

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,134,397

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
785,328

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
547,869

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
567,975

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
354,507

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
477,806

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
955,256

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
842,426

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
714,382

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
657,909

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
802,853

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
612,376

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
604,804

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
766,370
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人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
794,579

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,362,470

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
979,492

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
632,635

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
560,132

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
92,610

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
98,160

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
125,610

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
138,900

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
151,338

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
103,786

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
57,291

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
96,441

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
136,710

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
114,832

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
92,445

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
221,257

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
132,180

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
131,850

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
77,925

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
170,402

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
136,185

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
187,085

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
97,185

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
102,390

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
100,905

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
58,950

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
87,646
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人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
118,545

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
225,556

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
7,130

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
10,450

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
61,240

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
111,460

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
91,700

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
105,180

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
46,700

人事室 管理課 平成27年02月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,085

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,529

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
657,418

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
106,125

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
275,153

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,720

人事室 管理課 平成27年02月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
151,139

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,230,334

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
586,801

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
209,950

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
320,627

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
57,430

人事室 管理課 平成27年02月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
660,794

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
108,435

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
229,715

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年02月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,152,764

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,028,781
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人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,739,034

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,943,828

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,111,216

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,365,542

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,282,857

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,431,852

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,885,121

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,974,734

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,181,776

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,086,739

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,626,336

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,403,320

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,722,922

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,189,827

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
20,779,818

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
3,690,343

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,898,324

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,580,690

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,630,195

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,636,032

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,704,730

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
2,609,514

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年２月　給与の支給について
1,710,243

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
25,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
801,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
66,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
19,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
53,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
131,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
107,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年２月　給与の支給について
40,900
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人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
236,965

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
278,053

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
264,690

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
193,005

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
274,035

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
257,446

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
312,795

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
3,476,412

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
174,789

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
193,741

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
306,232

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
313,273

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
451,582

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
279,380

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
280,143

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
214,788

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
548,341

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
266,853

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
351,720

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
487,475

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
508,346

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
435,835

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
603,051

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
390,465

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年２月　給与の支給について
478,460

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年２月　給与の支給について
326,800

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
2,240,725

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
29,740

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
11,404

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
125,370

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
12,866

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
444,600

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
81,490

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
7,300

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
65,670

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
84,920

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
46,780

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年２月　給与の支給について
158,960

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年２月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
430,900

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年２月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,021

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
441,828

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,890

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
320

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,762

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,773

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,362

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,917

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,168

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,343

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,580

人事室 管理課 平成27年02月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,130

人事室 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（１月分）
827,820

人事室 管理課 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（１月分）
21,600

人事室 管理課 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入（継続）にかかる経費の支出について（１月分）
1,766,880

人事室 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター身障者用トイレ洗面器排水つまり修繕経費の支出について
10,800

人事室 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（１月分）
1,751,878

人事室 管理課 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムソフトウェア借入（継続）経費にかかる支出について（１月分）
51,840

人事室 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 中労委　不当労働行為救済申立事件（チェック・オフ廃止）　第４回調査に係る代理人弁護士旅費及び郵送料の支出について
20,549

人事室 管理課 平成27年02月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 中労委　不当労働行為救済申立事件（チェック・オフ廃止）　第４回調査に係る代理人弁護士旅費及び郵送料の支出について
20,549

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
2,374,316

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
44,749,950

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（１月分）
111,316

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１月分）
600,297

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（1月分）
94,734

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
50,075,152

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（３月分）
894,892

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
13,310,655

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
278,956,565

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
7,843,348

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
66,909,293

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
15,158,513

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
119,748
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人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
5,108,609

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
46,716,260

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
46,713,372

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
114,861,721

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
194,816,644

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
23,412,566

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
102,950,200

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
21,397,199

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
15,895,781

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
229,367,560

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
52,073,928

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
4,051,731

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 賃金　賃金 平成２７年２月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,332

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
9,652,911

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
1,838,936

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
9,969,062

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
347,459

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
382,445

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
163,978

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
68,472

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
346,906

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
58,211

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
13,503,557

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
883,433

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
9,029,181

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
1,962,622

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
203,326

人事室 管理課 平成27年02月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
3,472,190

人事室 管理課 平成27年02月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
979,291

人事室 管理課 平成27年02月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
25,820,126

人事室 管理課 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
6,015,496

人事室 管理課 平成27年02月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
4,498,078

人事室 管理課 平成27年02月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
152,880

人事室 管理課 平成27年02月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
779,466

人事室 管理課 平成27年02月27日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
156,697

人事室 管理課 平成27年02月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年２月払　共済費事業主負担金の支出について
16,890,905

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(１２月分)
512,854

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）エントランスホール空調室外機修繕にかかる経費の支出について（一般事務用）
192,640

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（12月分）の支出について（一般事務用）
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（12月分）の支出について（一般事務用）
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（12月分）の支出について（一般事務用）
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（12月分）の支出について（一般事務用）
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１２月分）
21,983

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（１２月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（１２月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（１２月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（１２月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
578,548

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０～１２月分）
37,828
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人事室 職員人材開発センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
626

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
4,100

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度夜間スキルアップ講座（行政職員等）「記者・実務担当者から学ぶ報道対応」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（自己啓発支援用）
15,680

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 政策立案力向上研修にかかる講師謝礼金の支出について（専門研修用）
223,380

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度「元気アップサポーター　改善についての勉強会（継続・発展）」の開催にかかる講師謝礼金の支出について
39,940

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 はなまる活動表彰制度にかかる副賞（缶バッチ）買入にかかる経費の支出について（所属・職場研修支援用）
162,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年１月分）
85,731

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年１月分）
7,861

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年１月分）
60,260

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（1月分）キャリアデザイン研修用
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度夜間スキルアップ講座（行政職員等）の実施にかかる講師謝礼金の支出について（自己啓発支援用）
116,630

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度 夜間スキルアップ講座「行政経営研修」にかかる講師謝礼金の支出について
69,360

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
27,426

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）引戸引き込み装置の購入にかかる経費の支出について
26,676

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（１月分）
27,801

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年1月分）にかかる経費支出について（一般事務用）
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の経費支出について
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（１月分）一般事務用
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年1月分）にかかる経費支出について（一般事務用）
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の経費支出について
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　市内出張交通費の支出について（試験官業務）
360

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年1月分）にかかる経費支出について（一般事務用）
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の経費支出について
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（1月分）の経費支出について
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成27年02月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年1月分）にかかる経費支出について（一般事務用）
578,548

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）電話交換機修繕にかかる支出について
64,800

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（１２月分）
2,973

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（１２月分）
76,528

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（１２月分）
40,352

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（１２月分）の支出について
91,527

経済戦略局 総務課 平成27年02月02日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（12月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年02月04日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 全国公立大学設置団体協議会職員研修会への出席にかかる経費の支出について（平成27年2月6日実施分）
85,040

経済戦略局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（１２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年02月06日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
3,780

経済戦略局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
120,650

経済戦略局 総務課 平成27年02月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成26年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（１０月～１２月分）
58,900

経済戦略局 総務課 平成27年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１２月分）
206,782

経済戦略局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、１月分）の支出について
9,202

経済戦略局 総務課 平成27年02月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　手数料 総務課所管用地境界確定協議用印鑑登録証明手数料にかかる経費の支出について
250

経済戦略局 総務課 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる支出について（１０月～１２月）
294,840

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
17,002

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
23,708

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
32,076

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
32,250

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入にかかる支出について（平成２６年１０月～１２月）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年02月20日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金（学舎耐震補強・外壁改修整備）の支出について
5,292,000

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略事務用トナーカートリッジ－１ほか１１点の購入経費の支出について
200,577
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経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略事務用トナーカートリッジ－１ほか１１点の購入経費の支出について
11,729

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（１月分）
78,551

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１月分）
239,338

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（１月分）
505,179

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（１月分）
7,063

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（１月分）
540

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（３月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（３月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（２月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 経済戦略事務用トナーカートリッジ－１ほか１１点の購入経費の支出について
702

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略事務用トナーカートリッジ－１ほか１１点の購入経費の支出について
20,736

経済戦略局 総務課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略事務用トナーカートリッジ－１ほか１１点の購入経費の支出について
99,792

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（1月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（1月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出負について（1月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
17,834

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
1,979

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
334

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
3,432

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
16,572

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
246

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（１２月分）
5,807

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
1,580

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２７年３月分）
210,000

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
276

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
111,008

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
540

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,024

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
1,360

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
5,256

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
140

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
366

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,720

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 株式会社大阪城ホールにかかる関与見直し検討作業チーム会議出席学識経験者に対する報償金の支出について（１月分）
48,890

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 株式会社大阪市開発公社にかかる関与見直し検討作業チーム会議出席学識経験者に対する報償金の支出について（１月分）
74,615

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
1,482

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局公舎（大阪公舎）にかかる賃借料の支出について（平成２７年３月分）
128,000

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
300

経済戦略局 総務課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（１月分）
448

経済戦略局 施設整備課 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる１２月分の支出について
51,834

経済戦略局 施設整備課 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 保守用平成２６年度　鶴見緑地展望塔（いのちの塔）消防設備点検整備業務委託費の支出について
57,888

経済戦略局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる１月分の支出について
13,312

経済戦略局 施設整備課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる１月分の支出について
9,619
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経済戦略局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第３四半期分）の支出について
4,865,346

経済戦略局 施設整備課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（真田山プール等）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第３四半期分）の支出について
1,819,491

経済戦略局 企画課 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（平成27年1月15日分）
4,020

経済戦略局 企画課 平成27年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　印刷製本費 冊子「大阪の経済2015年版」印刷にかかる経費の支出について
388,800

経済戦略局 企画課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成27年1月分）
243,000

経済戦略局 観光課 平成27年02月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業　観光魅力部会（第3回）の開催に伴う報償金の支出について（平成26年12月8日実施分）
32,850

経済戦略局 観光課 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払いの支出について
7,520

経済戦略局 観光課 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払いの支出について
5,760

経済戦略局 観光課 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払いの支出について
8,540

経済戦略局 観光課 平成27年02月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 旅費　普通旅費 観光事業用　河川の船舶係留に関する東京都河川部へのヒアリング及び現地視察にかかる経費の支出について
29,580

経済戦略局 観光課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　国家戦略特区及び台東区観光バス乗降場ヒアリングへの出張及び同経費の支出について
28,870

経済戦略局 観光課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　未利用地の観光施策への活用検討についての打合せに関する出張及び同経費の支出について
28,840

経済戦略局 観光課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（1月分）の支出について
129,192

経済戦略局 文化課 平成27年02月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託経費の支出について（12月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１２月分）
26,396

経済戦略局 文化課 平成27年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 備品購入費　機械器具費 大阪市中央公会堂展示室用展示パネル外１点買入の購入経費の支出について
1,501,740

経済戦略局 文化課 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（１月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１２月分）
38,040

経済戦略局 文化課 平成27年02月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 博物館施設改修事業用ＮＨＫ大阪放送会館・大阪市歴史博物館　共有部蒸気貫流ボイラー1号機補修作業分担金の支出について
1,922,400

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
17,460

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
17,460

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
17,460

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
360

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
30,180

経済戦略局 文化課 平成27年02月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１２月分）の支出について
960

経済戦略局 文化課 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市立博物館施設指定管理予定者選定委員会にかかる報償金の支出について
111,430

経済戦略局 文化課 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用朝日新聞・日本経済新聞（平成２６年１０月～平成２６年１２月）購読にかかる支出について
76,914

経済戦略局 文化課 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用読売新聞（平成２６年１０月～平成２６年１２月）購読にかかる支出について
36,333

経済戦略局 文化課 平成27年02月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 市民キュレーターワークショップ開催にかかる会場使用経費の支出について（平成27年1月13日～平成27年1月25日分）
227,400

経済戦略局 文化課 平成27年02月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 新美術館建設準備室所蔵日本画（福田平八郎「漣」）修復業務委託経費の支出について
3,600,043

経済戦略局 文化課 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ＭｕＤＡ）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年02月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪市中央公会堂展示室用のり付きパネルの購入にかかる経費の支出について
92,448

経済戦略局 文化課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 「博物館施設指定管理事業報告書」における外部専門家への意見聴取にかかる報償金の支出について
32,010

経済戦略局 文化課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１月分）
1,026

経済戦略局 文化課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（１月分）
594

経済戦略局 文化課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 大阪市中央公会堂大集会室大理石柱剥離修繕にかかる経費の支出について
54,000

経済戦略局 文化課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（大阪女優の会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪歴史博物館収集資料評価にかかる報償金の支出について（平成２７年１月１９日、２０日、２２日評価分）
112,395

経済戦略局 文化課 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（演劇集団よろずや）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（１月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成27年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（1月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成27年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室「貸出契約書」英文校正業務委託経費の支出について
19,440

経済戦略局 文化課 平成27年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室ホームページ「Artrip　Museum」英語翻訳業務委託経費の支出について
149,310

経済戦略局 文化課 平成27年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式借入経費の支出について（1月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市中央公会堂レストラン業務委託にかかるレストランコンサルタントへの意見聴取にかかる支出について
16,005

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
8,640

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,720

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（１月分）の支出について
14,810
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経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（うわの空・藤志郎一座）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度市民キュレーターワークショップにかかる美術品展示作業等業務委託経費の支出について
351,540

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託経費の支出について（1月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪アーツカウンシル等による文化行政の推進にかかる分担金の支出について（4月～6月分）
502,750

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（１２月分）
11,860

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成２６年度企業等誘致・集積推進事業業務委託（その２）にかかる経費の支出について（第４回目）
3,610,000

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成２６年度企業等誘致・集積推進事業業務委託（その２）にかかる経費の支出について（第４回目）
10,800,000

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月12日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度　企業情報収集にかかる職員の東京出張経費の支出について
38,190

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナー（東京会場）開催にかかる管外出張旅費の支出について
116,860

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
17,306

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年7月分）
29,332

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年10月分）
31,854

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年9月分）
23,496

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年7月分）
8,302

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年8月分）
6,162

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（１月分）
59,505

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（１月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス）（３月分）
1,017,960

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１２月分）
18,015

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（２月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成27年1月分）の支出について
121,899

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年3月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年3月分）
18,406,440

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 エイジレスセンター（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年3月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年3月分）
16,825,142

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 （仮称）グローバルイノベーションファンド出資検討会における委員報償金の支出について
88,730

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 グローバルイノベーション創出支援イベントにおける出張旅費の支出について
28,500

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費について（12月分）
19,078

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出について（平成２６年１２月分）
69,897

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度　大阪科学賞に係る大阪市分担金の支出について
1,150,000

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（12月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（1月分）
26,377

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 大阪イノベーションハブと「KDDI　∞　Labo」との連携にかかる報道発表への出席等にかかる出張旅費の支出について
28,670

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（１月分）の支出について
23,892

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成27年1月分）
70,820

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年3月分）
2,236,878

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（２月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年3月分）
745,626

経済戦略局 国際担当 平成27年02月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成26年12月分）
27,881

経済戦略局 国際担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１１月分の支出について
20,529

経済戦略局 国際担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）の経費の支出について（１２月分）
19,440

経済戦略局 国際担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１１月分の支出について
7,992

経済戦略局 国際担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 第1回「平成27年度ビジネスパートナー都市等交流事業プロポーザル方式に係る有識者会議」委員報償金の支出について（平成27年1月8日実施分）
19,395

経済戦略局 国際担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 外国青年招致事業用　JETプログラム日本語講座（翻訳・通訳コース）集合研修（中国語・韓国語）参加に係る出張経費の支出について（1/19～23）
1,940

経済戦略局 国際担当 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度「大都市国際事務主管部課長会議」出席および本市保有物品取扱に関する調査にかかる出張旅費の支出について
77,660

経済戦略局 国際担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　手数料 海外出張にかかる経費（海外送金用）のうち、ハンブルク市での同行通訳料及び当該支払いにかかる海外送金手数料の支出について
4,000

経済戦略局 国際担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 海外出張にかかる経費（海外送金用）のうち、ハンブルク市での同行通訳料及び当該支払いにかかる海外送金手数料の支出について
275,625
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経済戦略局 国際担当 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 ホーチミン市共産党副書記来阪による歓迎昼食会にかかる通訳料の支出について（平成27年1月21日実施分）
25,000

経済戦略局 国際担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）及び国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（１月分）
2,543

経済戦略局 国際担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１２月分の支出について
13,350

経済戦略局 国際担当 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１２月分の支出について
6,878

経済戦略局 国際担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張経費の支出について
88,070

経済戦略局 国際担当 平成27年02月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成27年3月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成26年度「地方連携フォーラム」出席にかかる出張旅費の支出について（平成２７年１月８日実施分）
59,280

経済戦略局 国際担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 ホーチミン市共産党筆頭副書記表敬訪問における日越逐次通訳料の支出について（平成27年1月22日実施分）
37,800

経済戦略局 国際担当 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 「OSAKA留学生ネット」保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について（1月分）
32,400

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１２月分）
12,028

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)事務用市内出張交通費等の支出について(平成２６年１０月分)
11,322

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成26年12月分）
34,375

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 平成26年度もとゆとり健康創造館樹木剪定及び薬剤散布等業務委託にかかるごみ処分手数料経費の支出について
4,230

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（１月分）
51,300

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１１月分）
59,412

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２６年１２月分）
41,549

経済戦略局 地域産業課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務委託の支出について（平成26年11月12日開催分）
33,588

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市八幡屋センタービル受水タンク保守点検等業務委託の支出について（第１回目・第２回目分／全４回）
54,000

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１２月分）
3,078

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所指導用「食品表示マニュアル」追録１３６号の買入経費の支出について
5,918

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１２月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
8,355

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量指導用試買検査商品の購入にかかる経費の支出について
3,240

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１月分）
3,175

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（１月分）
1,630

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 全国特定市計量行政協議会全国会議及び全国計量行政会議への出席にかかる経費の支出について
37,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２７年１月分）
104,715

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（１月分）
1,596

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（１月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（１月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 備品購入費　機械器具費 特定計量器定期検査業務用質量比較器（マスコンパレータ）ほか２点（１）買入にかかる支出について
3,942,000

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費（１２月分）の支出について
12,748

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１１月分)
4,769

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１１月分)
9,885

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 東京都中小企業支援センター等への出張にかかる経費の支出について（平成２７年１月２０日）
57,620

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（平成２７年１月分）
82

経済戦略局 企業支援課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用 後納郵便利用料の支出について（平成２７年１月分）
140

経済戦略局 金融課 平成27年02月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２６年１１月分）
8,072

経済戦略局 金融課 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２６年１２月分）
4,400

経済戦略局 金融課 平成27年02月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 負担金、補助及交付金　信用保証協会補助金 大阪信用保証協会に対する補助金の支出について（代位弁済補助/第３四半期分）
155,839,510

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（１２月分）支出について
470,598

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度体育施設管理士養成講習会の受講料及び資格認定試験の受験料の支出について
60,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（1月23日実施：相生中学校）
35,120

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（1月14日実施：新北島小学校外2件）
42,180

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（1月14日実施：新北島小学校外3件）
138,720

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 第30回Ｊリーグ関係自治体等連絡協議会への出席にかかる旅費の支出について
38,880

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１２月分）の支出について
90,096

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 五大都市スポーツ推進委員研究集会にかかる会場使用料の支出について（浪速ＳＣ）
9,360
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経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１２月分）の支出について
1,020

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
4,178

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 スポーツ課事務用　接着テープ付き封筒-1ほか２点買入にかかる経費の支出について
39,420

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリート「夢・授業」の実施にかかる講師謝礼の支出について（10月～12月分、セレッソ大阪）
890,100

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

負担金、補助及交付金　分担金 競技スポーツ用　2015大阪市姉妹都市ユースサッカー大会にかかる分担金の支出について
2,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 スポーツ課事務用　輪転機用マスター買入にかかる経費の支出について
13,932

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2014にかかる会場使用料の支出について（イーグルボウル）
28,800

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オータム・チャレンジ・スポーツ2014にかかる会場使用料の支出について（東淀川ＳＣ・淀川ＳＣ・住之江ＳＣ・此花ＳＣ・東淀川体育館）
156,820

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（２月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（１月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１月分）
1,679,701

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１月分）
191,567

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（１月分）
10,200

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（１月分）の支出について
57,584

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（１月分）
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（1月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（3月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（1月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成27年02月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（1月分）
16,929

経済戦略局 南港市場 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用北門守衛所電話料金の支出について（12月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用資材庫電話料金の支出について（12月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年02月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用会議室（大会議室）電話料金の支出について（12月分）
1,094

経済戦略局 南港市場 平成27年02月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用天然ゴム手袋買入（概算契約）の経費の支出について（第４回）
333,823

経済戦略局 南港市場 平成27年02月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用食肉加工用手袋買入（概算契約）の経費の支出について（第４回）
348,300

経済戦略局 南港市場 平成27年02月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場第一種圧力容器（液体加熱器）性能検査（その２）手数料の支出について
27,864

経済戦略局 南港市場 平成27年02月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ブリスケットソー（ＭＧ－１Ｅ）部品外１０点購入経費の支出について
507,600

経済戦略局 南港市場 平成27年02月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用フットカッター（３０ＣＬ－２）部品外３点購入経費の支出について
1,566,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（1月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成27年02月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（1月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（1月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用牛背割用鋸刃の購入経費の支出について
999,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１月分）
184,648

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用自動背割機用丸刃外1点の購入経費の支出について
993,600

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用デハイダー用部品外2点の購入経費の支出について
996,084

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用高分子凝集剤下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（１月分）
140,940

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設管理用南港市場福利厚生棟保安室電気使用にかかる費用の支出について（１２月分）
4,530

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（１月分）
2,955,420

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（１月分）
122,445

経済戦略局 南港市場 平成27年02月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用アラミド軍手の購入経費の支出について
947,700

経済戦略局 南港市場 平成27年02月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（１月分）
4,665,600

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（１月分）
24,267

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（1月分）
8,912,304

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（1月分）
486,734

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（１月分）
824,399

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
919,296

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（１月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（１月分）
1,680
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経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（１月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成27年02月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（１月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成27年02月26日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場小動物追込コンベアその他改修工事費の支出について
35,208,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１月分）
3,652

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（1月分）
99,792

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場副産物処理設備エアコンプレッサ修繕経費の支出について
864,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場小動物皮剥機Ｎｏ．２修繕経費の支出について
864,000

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第10回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第10回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（1月分）
209,458

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（１月分）
1,398,600

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（1月分）
340,119

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（1月分）
947,700

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（1月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（1月分）
4,446,269

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（１月分）
2,267,352

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（1月分）
925,948

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（1月分）
4,016,692

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（1月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成27年02月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（１月分）
4,968

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（12月分）
8,230

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（12月分）
33,106

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（12月分）
12,693

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（12月分）
10,021

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（ApeosPort-Ⅱ6000）代の支出について（12月分）
3,704

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府・大阪市特別区設置協議会にかかる出張旅費の支出について（平成２７年１月１４日）
39,560

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市法に基づく特別区設置協定書（案）の報告及び説明に係る出張旅費の支出について（平成27年1月15日）
58,820

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市法に基づく特別区設置協定書（案）の事前協議及び報告にかかる出張旅費の支出について（平成27年１月14日）
58,810

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明にかかる出張旅費の支出について（平成27年１月６日）
59,590

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明にかかる出張旅費の支出について（平成27年１月22日）
57,670

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（12月分）
3,693

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）【１月分】
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期借入）【１月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　一般事務物品の購入経費の支出について
30,691

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 特別区設置協定書（案）意見書手交にかかる出張旅費の支出について（平成27年２月６日）
58,625

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 特別区人事・厚生事務組合が開催する研修「平成26年度　共通分野研修『特別区制度【特論】』」等にかかる出張旅費の支出について（平成27年２月10日）
57,800

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　食糧費 大阪府市大都市局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成26年１月分）
1,548

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年02月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（１月分）
9,303


