
平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館施設維持管理用小便器洗浄弁の購入経費の支出について
14,472

総務局 公文書館 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
3,762

総務局 公文書館 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
376

総務局 公文書館 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
123,120

総務局 公文書館 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営用ブックトラックの購入経費の支出について
70,848

総務局 公文書館 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（２月分）
4,070

総務局 公文書館 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（２月分）
6,480

総務局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（１月分）
37,108

総務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会と大阪市人事監察委員会との意見交換会」に係る経費の支出について（２月１２日開催）
47,530

総務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会と大阪市人事監察委員会との意見交換会」に係る経費の支出について（２月１２日開催）
480

総務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　都道府県・指定都市地方分権改革担当課長会議の出席に係る出張旅費の支出について
28,840

総務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第61回）
11,987

総務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第60回）
11,987

総務局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会シンポジウムin浜松の出席に係る出張旅費の支出について
17,480

総務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

総務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
160

総務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
328

総務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
222

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
655,510

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（2月分）
320,967

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（2月分）
13,155

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 庁舎管理事務用　ペットボトル・缶潰し機の購入にかかる経費の支出について
41,050

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託にかかる経費の支出について（2月分）
2,296,758

総務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（2月分）
6,720

総務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第62回）
71,295

総務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用　特別参与の報酬の支出について（平成27年２月分）
61,110

総務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第62回）
840

総務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
1,343,520

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
12,090

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
16,290

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
17,010

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
273,180

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
4,880

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
1,480

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
26,870

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
1,090

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
4,000

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
1,796,069

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
62,030

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
302,850

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
163,540

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
15,560

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
2,020

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
13,610

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
12,800

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
9,160

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
8,730
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総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
1,340

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
75,980

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
2,520

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
2,540

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
4,720

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
201,040

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
4,920

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
29,720

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
3,080

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
14,840

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
33,670

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
10,720

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
16,390

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
13,000

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
69,050

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
25,300

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
17,480

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
36,240

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
27,740

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
3,960

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
8,400

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
20,990

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
11,190

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
1,480

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
11,930

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
47,440

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
42,140

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
32,120

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
5,240

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
6,200

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
5,950

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
26,680

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
3,660

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
183,980

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
12,420

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
8,570

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
9,400

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
35,870

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
10,060

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
27,610

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
1,480

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
25,870

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
35,340

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
9,920

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
6,440

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
47,920

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
358,230

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
66,410
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総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
73,280

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
241,040

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
7,770

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
5,280

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
89,670

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
13,840

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
24,030

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
5,380

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
86,980

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
7,160

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
104,120

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
16,940

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
37,350

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
10,860

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
6,060

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
62,510

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
50,830

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
121,550

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
7,080

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
100,000

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
18,570

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
3,850

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
50,550

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
2,120

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
780

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
13,530

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
149,960

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
33,840

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
3,320

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
16,590

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
76,590

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
189,100

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
12,930

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
8,351

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
34,380

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
6,540

総務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
6,348,030

総務局 総務課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
20,640

総務局 総務課 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その２）
75,790

総務局 総務課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
5,040

総務局 総務課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
4,280

総務局 総務課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
3,520

総務局 総務課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　タクシー乗車料金の支出について（12月～１月分　その１）
87,300

総務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 特別参与による指導・助言に係る報酬（平成２７年２月分）について（ICT活用推進用）
17,460

総務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会　社会保障部会連絡会議の出席に係る出張旅費の支出について
28,900

総務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（2月分）
10,926,768

総務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 高速モバイルデータ通信サービス利用料（平成27年2月分）の支出について（ICT活用推進用）
4,633

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
267,553
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総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
57,251

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第63回）
95,060

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第63回）
720

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
12,606

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 外郭団体総括事務用定期購読誌「公益・一般法人」の購入に係る経費の支出について（平成26年度下半期分）
61,714

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
81,101

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（２月分）
37,095

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（12月分）
1,055,279

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　ＩＰ電話回線使用料の支出について（２月利用分）
1,127,164

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
28,214

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館２月分）
5,130

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第62回）
11,987

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
22,634

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（２月分）
231,613

総務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
56,894

総務局 行政課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第228回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 情報公開制度に係る法律相談の支出について(１月分)
10,800

総務局 行政課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（１月１日～１月31日使用分）
6,231

総務局 行政課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（１月１日～１月31日使用分）
1,406

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第226回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第６回法規問題研究会の実施及び同経費の支出について（２月19日分）
34,200

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２７年１月分）
1,624

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（27年１月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成27年１月分）
3,860

総務局 行政課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（27年１月分）
9,180

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（1月分）
106,657

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（１月分）
15,251

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
2,354

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
150

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 訴訟事務用執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について（建物収去・土地明渡執行事件）
4,573,256

総務局 行政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 訴訟事務用執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について（建物収去・土地明渡執行事件）
91,270

総務局 行政課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用改正行政不服審査法に係る試行的研修への参加に係る経費の支出について
27,840

総務局 行政課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第１回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
190,120

総務局 行政課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第227回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第２回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
213,885

総務局 行政課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第229回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
190,120

総務局 行政課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成26年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（２月分）
279,000

総務局 行政課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（平成27年２月分）
7,560

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
13,500

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
62,100

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
16,200

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第228回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
64,800
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総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
634

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
183,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
11,699

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
17,999

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
12,599

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
29,700

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
14,399

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
9,899

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
16,200

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
11,699

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
160

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　手数料 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
46,542

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
18,900

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
23,398

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
16,200

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
16,200

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
44,099

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
83,698

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
13,500

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
13,500

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
44,099

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
5,400

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
7,199

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
11,699

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
32,400

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
21,600

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
4,241

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 訴訟事務用賃料増額確認請求控訴事件に係る収入印紙及び予納郵券代の購入に係る経費の支出について
1,230,658

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
12,599

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
10,800
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総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
11,159

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
12,599

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
6,299

総務局 行政課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
19,799

総務局 行政課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（2月分）
21,769

総務局 行政課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録買入の実施及び同経費の支出について（第6回中間払い）
6,907

総務局 行政課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（平成27年２月分）
3,824

総務局 行政課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る支出について（長期契約）（27年２月）
9,180

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
27,000

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
64,800

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
26,099

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
162,899

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
38,699

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
36,899

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
27,000

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
32,400

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
21,600

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
18,900

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
39,599

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
36,899

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
41,399

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
28,799

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
35,999

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
54,000

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
48,600

総務局 行政課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
177,299

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（27年２月号）の購入に係る経費の支出について
1,255

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（２月分）
433

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（２月分）
568

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（2月分）
4,868

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（２月分）
1,286,186

総務局 行政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用にかかる経費の支出について（2月分）
49,766

総務局 行政課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（２７年２月分）
3,552

総務局 行政課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,066

総務局 行政課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（２月分）
161,713

総務局 行政課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る経費の支出について（２月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,132

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（27年３月号・３月臨時号）の購入に係る経費の支出について
2,510

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「季報情報公開・個人情報保護」の購入に係る経費の支出について
3,908

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線使用料の支払いについて（２月１日～２月28日使用分）
6,231

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 市民情報プラザ事務処理端末インターネット回線基本料の支払いについて（２月１日～２月28日使用分）
1,406

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（２月分）
16,350

総務局 行政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（謝金）
10,437,725

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(１月分）
36,758

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分及び１２月追加分）
23,800

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（１月分）
39,707

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
159,380

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス　一式」の利用延長にかかる業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（１月分）
351,000
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
45,537

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
22,769

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市ソフトウェアライセンス管理システム業務系ネットワーク構成管理ツール連携における改修業務委託（IT基盤管理用）にかかる経費の支出について
817,992

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機暗号化ソフトのソフトウェア使用許諾契約に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
473,040

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機暗号化ソフトのソフトウェア使用許諾契約に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
116,640

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機暗号化ソフトのソフトウェア使用許諾契約に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
58,320

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 スイッチングハブ（付属品を含む。）の買入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）
579,895

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,584

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,774

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページCMS用機器（再リース）の賃貸借にかかる経費の支出について（２月分）
241,855

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,857

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
2,815,873

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（２月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（トナーカートリッジ）の購入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
47,520

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
8,835

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
668

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,174

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴを活用した業務改善用　タブレット端末使用料の支出について（２月分）
46,681

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス　一式」の利用延長にかかる業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
351,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
13,176

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
1,458

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
3,240

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報償費　報償金
「大阪市情報通信ネットワーク提供サービス再構築に係る調達仕様策定等支援業務委託」総合評価一般競争入札検討会議報償金に係る経費の支出について（IT基盤管
理用） 34,120

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（２月分）
30,820

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（カット紙ピンク）の購入の実施及び同経費の支出について（IT基盤管理用）
91,800

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
184,356

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(１２月分）
17,622

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
19,440

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 機密物（記録メディア）産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理）
47,152

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
295,454

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
31,374

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
4,687

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 廃トナー・廃プラスチック等産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理）
99,721
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,374

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
10,530

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
405

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
84,415

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

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
42,208

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
810

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）２月分
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
16,452

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
2,399,749

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(２月分）
37,506

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）２月分
3,763,217

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）２月分
3,477,276

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
7,527

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
4,064,688

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
4,405,374

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理）（２月分）
17,690,965

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
2,112,264

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
3,304,476

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　分担金 IT基盤管理用　中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用にかかる経費の支出について
7,480,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
438,243

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
944,136

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
603,504

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
1,219,644

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（２月分）
219,122

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
472,068

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
609,822

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（２月分）
301,752

総務局 ＩＴ統括課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 LGWAN-ASP接続にかかる経費の支出について（IT基盤管理用）
54,000

総務局 監察課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
10,274

総務局 監察課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（２月開催分）
356,475

総務局 監察課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（２月分）
30,738

市民局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
34,599

市民局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
11,572

市民局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
3,814

市民局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（１月分）
1,172

市民局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（２月分）の支出について
3,237

市民局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）（市政改革室移管分）
16,270

市民局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（１月分）
201,011

市民局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所１月分）
33,296

市民局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・２月分）の支出について
14,664

市民局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・２月分）の支出について
8,582

市民局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（１月分）
2,177

市民局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 大阪市住民基本台帳等事務システム開発・運用保守業務にかかる経費の支出について（第３回）
686,627,550

市民局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　本人通知制度周知ポスター印刷業務の実施について
29,376

市民局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１月分）
164,994
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市民局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１月分）
911,390

市民局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（１月分）
16,499

市民局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（１月分）
91,139

市民局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（１月分）
2,457

市民局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
32,159

市民局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１月分）
15,390

市民局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（１月分）
2,484

市民局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（２月分）の支出について
17,362

市民局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター事務用切手購入経費の支出について
40,600

市民局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
5,388

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成27年2月分1回目）
1,944

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年2月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年1月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,468

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年2月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成27年2月分1回目）
2,500

市民局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年2月分1回目）
164

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（２月分）
46,597

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（１月分）
9,711,640

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（２月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　印刷製本費 平成27年度予算説明書作成業務にかかる経費の支出について
302,400

市民局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費（１２月分）の支出について
9,428

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 印鑑登録申請書（北区役所ほか２９箇所）ほか１点印刷の実施及び同経費の支出について（完成払）
282,960

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
933

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
540

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置等借入にかかる経費の支出について（２月分）
208,116

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,257,678

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
300,240

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
398,520

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（2月分）
81,000

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
12,459

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
552,220

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
93

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
54

市民局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・２月分）の支出について
30,328

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　部落解放（平成26年3月～平成27年3月分）購読経費の支出について
12,096

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（２月分）
119,432

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（２月分）
180,826

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　④（カラープリンタ）（２月分）
22,334

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（２月分）
42,262

市民局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（２月分）
27,455

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（２月分）
856,380

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用メインサーバ及びクライアント一式の借入（再リース）経費の支出について（２月分）
13,392
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市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（２月分）
62,208

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（２月分）
29,268

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市証明書等自動交付事務（証明書コンビニ交付事務）にかかる運営負担金の支出について（平成27年1月～3月分）
2,000,000

市民局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市証明書等自動交付事務（証明書コンビニ交付事務）にかかる運営負担金の支出について（平成27年1月～3月分）
500,000

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　赤旗日刊紙（平成26年4月～平成26年12月分）購読経費の支出について
30,600

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（２月分）
2,641

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）（市政改革室移管分）
13,386

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
191,744

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（２月分）
26,361

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所２月分）
37,655

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（２月分）
15,390

市民局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（２月分）
2,527

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ヒューマンライツ（平成26年4月～平成27年3月分）購読経費の支出について
6,480

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（１月分）
6,522

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（９～１月分）
12,320

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（４～８月分）
23,090

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（４～８月分）
15,112

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
12,755

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（９～１月分）
24,030

市民局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外４施設機械警備業務委託の経費の支出について（２月分）
110,700

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 平成２６年度市民局職員研修にかかる講師謝礼金の支出について
19,525

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（２月分）
2,189

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
7,694

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
164

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,488

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
5,518

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
410

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,138

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,616

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（２月分）
6,980

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
15,396

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
33,068

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍情報システム機種更新プリンタ用トナーカートリッジ買入経費の支出について
6,485,589

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
824

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,676

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,085

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
18,403

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,835

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
82

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・２月分）の支出について
306

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯Ａ・２月分）の支出について
773

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
342

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
6,070

市民局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
656

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　公明新聞（平成26年4月～平成26年12月分）購読料の支出について
16,983

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用）　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
25,812

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
6,494

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（１２月分）
5,858
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市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（１１月分）
4,590

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年3月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年3月分1回目）
82

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（嘱託５～１１月分）
8,404

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　住民情報グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
7,738

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（嘱託５～１１月分）
4,620

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
6,564

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住居番号表示板ほか１点買入の実施及び同経費の支出について（住居表示事務用・完成払）
1,620,000

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
156,517

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
23,137

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
32,577

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年3月分1回目）
2,824

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
3,814

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
11,572

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料（平成２７年２月分）の支出について
2,469,096

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（３月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（２月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 施設管理グループ　一般事務用　市内出張交通費の支出について（１０月分）
560

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（２月分）
15,652

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
5,393

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
1,185

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（２月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借の実施及び同経費の支出について（３月分）
365,904

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（平成27年3月分1回目）
15,000

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（平成27年3月分1回目）
574

市民局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと南方人権文化センターに係る電話料金（３月分）の支出について
3,203

市民局 消費者センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１月３０日分）に係る講師への報償金の支出について
3,200

市民局 消費者センター 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑩に係る受講料の支出について
1,460

市民局 消費者センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,460

市民局 消費者センター 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 消費者行政活性化用多重債務相談会・賃貸住宅相談会に係る会場使用料の支出について（3月5日分）
10,100

市民局 消費者センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月4日分）に係る講師への報償金の支出について
4,300

市民局 消費者センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１月１部）
15,752

市民局 消費者センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成27年1月分）
37,379

市民局 消費者センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者情報」購入経費の支出について
5,400

市民局 消費者センター 平成27年03月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 消費者行政活性化用市内出張交通費等の支出について（職員１月２部）
1,920

市民局 消費者センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 実務解説 景品表示法　外１点購入費用の支出について（事業者指導啓発用）
8,208

市民局 消費者センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣派遣料の支出について（26年10月分、11月分、12月分、27年1月分）
426,153

市民局 消費者センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 大阪市消費者保護審議会第１回地域安全確保部会にかかる委員報酬の支出について（消費者保護審議会用）
80,025

市民局 消費者センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼金の支出について（2月19日開催分・各種講座用）
10,400

市民局 消費者センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「食品表示マニュアル」（追録）[１３７号]他１点購入に係る経費支出について
11,383

市民局 消費者センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者教育研究」購入経費の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成27年1月分）
4,688

市民局 消費者センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成27年1月分）
225

市民局 消費者センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用展示用図書（「第41回国民生活動向調査」外13冊）購入経費の支出について
32,694

市民局 消費者センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（平成27年1月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑨への出張経費の支出について
38,000

市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月19日分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月６日分）に係る講師への報償金の支出について
3,200
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市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（２月２５日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月20日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について（2月発刊分）
2,851

市民局 消費者センター 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 消費者行政活性化用くらしのナビゲーターレベルアップ講座の開催に係る講師への報償金の支出について（1月17日・1月27日開催分）
19,760

市民局 消費者センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（３月１８日開催分）にかかる付帯設備使用料の支出について（各種講座用）
5,900

市民局 消費者センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 コンピューター関係用ＰＩＯ－ＮＥＴ運営連絡会議への出席及び同経費の支出について
28,900

市民局 消費者センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用　「景品・広告法規便覧」【追録】（４６６～４７１）購入に係る経費の支出について
12,810

市民局 消費者センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 平成26年度大阪市消費者センター事務所内清掃業務委託にかかる経費の支出について
86,001

市民局 消費者センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月28日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年2月分）
85,030

市民局 消費者センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年2月分）
1,248

市民局 消費者センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年2月分）
143,127

市民局 消費者センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年2月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 消費者教育用人形劇シナリオ等作成業務にかかる所要経費の支出について
1,544,400

市民局 消費者センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 消費者行政活性化用平成２６年度消費生活相談員研修専門・事例講座⑩への出張経費の支出について
38,080

市民局 消費者センター 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　印刷製本費 消費者行政活性化用平成26年度多重債務相談会・賃貸住宅相談会周知ポスター・チラシ印刷業務に係る経費の支出について
126,360

市民局 消費者センター 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 消費者行政活性化用平成２６年度多重債務相談会・賃貸住宅相談会にかかる所要経費の支出について（大阪弁護士会分）
203,700

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（3月9日分）に係る講師への報償金の支出について
2,600

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（３月６日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員2月分1部）
1,840

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
9,800

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,936

市民局 消費者センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 消費者行政活性化用平成26年度高度な専門相談への相談員対応力強化研修業務経費の支出について
777,600

市民局 人権企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 企業向け連続講座「個人情報セミナー」周知用チラシ印刷業務及び同経費の支出について
17,280

市民局 人権企画課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
23,638

市民局 人権企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
19,962

市民局 人権企画課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生施策用 多文化共生仕掛け人事業情報交換会にかかる経費の支出について
24,920

市民局 人権企画課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
19,962

市民局 人権企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市人権施策推進審議会 第６回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について
94,575

市民局 人権企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市人権施策推進審議会 第６回「憎悪表現（ヘイトスピーチ）」に対する大阪市としてとるべき方策検討部会の開催にかかる経費の支出について
3,440

市民局 人権企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
23,272

市民局 人権企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生施策用 多文化共生地域協働サポート事業「グローバル子育て講座～Bentoをつくろう！！」にかかる経費の支出について
7,000

市民局 人権企画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生施策用 多文化共生施策にかかる有識者意見聴取の実施ならびに経費の支出について（追加分）
6,846

市民局 人権企画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生施策用 多文化共生地域協働サポート事業「グローバル子育て講座」にかかる経費の支出について（追加分）
581

市民局 人権企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
22,600

市民局 人権企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 企業向け連続講座個人情報セミナー開催にかかる講師料等の支出について
57,000

市民局 人権企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者支援用　平成26年度第５回「いのちの大切さを伝える」講演会にかかる報償金の支出について
12,460

市民局 人権企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用　平成26年度第６回「いのちの大切さを伝える」講演会にかかる報償金の支出について
12,580

市民局 男女共同参画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（12月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（1月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務実施事業者選定会議の謝礼金の支
出について 60,800

市民局 男女共同参画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 DV被害者同行支援にかかる経費の支出について
6,900

市民局 男女共同参画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成26年度男女共同参画センター中央館・北部館・西部館管理運営代行料支出について（管理運営用第4回目）
98,635,524

市民局 男女共同参画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 平成26年度都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長等会議への出席及び同経費の支出について
29,240

市民局 男女共同参画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 女性の活躍促進「見える化」情報発信事業業務委託事業者選定会議選定委員謝礼及び同交通費弁償の支出について
46,940

市民局 男女共同参画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 DV被害者同行支援にかかる経費の支出について（平成27年2月19日）一般事務用
1,690

市民局 男女共同参画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（2月分・配偶者暴力相談支援用）
912

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（１月分）
18,768
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市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（１月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務にかかる委託料の支出について（完納／全4回）
139,536

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（1月分）
66,982

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
13,250

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（完納／全4回）
241,866

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成26年度　第２回人権啓発事業効果検証会議の実施、及びアドバイザー謝礼の支出について
26,620

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１１月分）
20,264

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「人権の花」運動実施にかかる啓発置型ぬいぐるみ（大阪市立大淀小学校外24箇所）買入にかかる消耗品費の支出について
169,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１０月分）
16,088

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 人権相談事業用　平成27年度大阪市人権相談事業にかかる委託業者選定委員会委員謝礼金の支出について
103,400

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（２月分）
21,096

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
16,771

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
12,115

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
19,307

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（２月分）
69,595

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（2月請求分）
12,222

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（2月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（２月分）
18,660

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（２月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（２月分）
1,952

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成26年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃借料（しごと情報ひろば天下茶屋）の支出について（１月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　労働・職業に関する情報誌「しごと情報ひろば」作成業務の実施及び同経費の支出について
351,000

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　緊急雇用創出基金事業（地域人づくり事業・雇用拡大プロセス）女性と企業マッチング事業にかかる委託料の支出について（第1回／全3回）
1,336,419

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　1月分市内等出張交通費の支出について
9,314

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　多世代の就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議経費の支出について（平成２７年２月１６日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成26年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（2月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　多世代の就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の経費の支出について（平成２７年２月２５日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　2月分市内等出張交通費の支出について
16,960

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 雇用・勤労施策用　労働・職業に関する情報誌「しごと情報ひろば」発送業務にかかる発送経費の支出について
229,269

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若年者就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２７年２月２３日開催分）
64,020

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若年者就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２７年２月１６日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　多世代の就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２７年３月５日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若年者就職支援事業等にかかる委託団体等選定会議の開催及び同経費の支出について（平成２７年３月５日開催分）
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　緊急雇用創出基金事業（地域人づくり事業・雇用拡大プロセス）若者と企業マッチング事業にかかる業務委託料の支出について
4,987,424

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成26年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃貸借契約（しごと情報ひろば天下茶屋）の支出について（２月分）
438,561

市民局 政策支援担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年1月分政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
980

市民局 政策支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
2,250

市民局 調整担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について（１月分）
4,114

市民局 調整担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30）にかかる使用料の支出について（2月分）
435,750

市民局 調整担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～福島区役所外１箇所）にかかる使用料の支出について（2月分）
47,304

市民局 調整担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　調整担当一般事務用市内出張交通費の支出について
1,128

市民局 調整担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式借入（住之江区役所及び東住吉区役所）にかかる使用料の支出について(2月分）
4,114

市民局 業務改革担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２７年３月）における会場使用料の支出について
14,600

市民局 業務改革担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
3,588

市民局 業務改革担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成26年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払いについて（2月分）
77,000

市民局 業務改革担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる業務委託料の支出について（２月分）
31,752

市民局 地域活動担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）小規模多機能自治推進ネットワーク会議にかかる管外出張について（平成２７年２月１７日）
28,500

市民局 地域活動担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　都市部におけるコミュニティ活性化シンポジウムにかかる管外出張旅費の支出について（平成２７年３月９日）
29,230
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市民局 地域活動担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２６年８月から９月分）
12,208

市民局 地域活動担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 新たな地域コミュニティ支援事業業務委託事業者審査・評価会議（平成26年度期末評価）用お茶の購入にかかる経費の支出について
1,200

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月10日、住之江区社会福祉協議会（花の町））
28,980

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年12月6日、一般社団法人人材育成支援機構（福島区まちづくりセンター））
31,540

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年12月5日、東成区神路地域活動協議会(４回目)）
19,080

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月21日、東成区神路地域活動協議会(２回目)）
19,080

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月28日、東成区神路地域活動協議会(３回目)）
19,080

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月28日、住之江区社会福祉協議会（清江））
57,540

市民局 地域資源担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年12月12日、東成区神路地域活動協議会(５回目)）
19,080

市民局 地域資源担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年10月29日、港区磯路地域活動協議会(2回目)）
36,910

市民局 地域資源担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月12日、港区磯路地域活動協議会(3回目)）
36,910

市民局 地域資源担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年12月17日、港区磯路地域活動協議会(5回目)）
36,910

市民局 地域資源担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（26年11月26日、港区磯路地域活動協議会(4回目)）
36,910

市民局 地域資源担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成26年度１２、１月）
8,539

市民局 地域資源担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（27年２月10日、中央区NPO法人ますくまんず（１回目））
20,700

市民局 地域資源担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成26年度地域公共人材開発事業業務委託事業者選定会議にかかる委員報償金の支出について
49,500

市民局 地域資源担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成２６年度ICTを活用した新しいコミュニケーションシステム構築事業業務委託事業者選定会議にかかる委員報償金の支出について
49,500

市民局 地域資源担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（２月１３日、浪速区分）
22,660

市民局 地域資源担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域公共人材選考会議の開催にかかる委員報償金の支出について
66,000

市民局 地域資源担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 平成27年度コミュニティビジネス等促進事業業務委託事業者選定会議開催にかかる経費の支出について
33,000

市民局 地域資源担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（27年２月12日、港区役所・一般財団法人　大阪市コミュニティ協会）
18,110

市民局 地域資源担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（ＣＢ等講座、３月６日、西淀川区まちづくりセンター分）
25,940

市民局 地域資源担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（27年２月20日、深江創生プロジェクト（リーダー））
18,200

市民局 地域資源担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域力向上のための講師派遣制度に係る講師謝礼金の支出について（３月９日、浪速区分）
28,360

市民局 地域資源担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 地域公共人材選考会議の開催にかかる委員報償金の支出について（平成27年３月４日・９日開催）
66,000

市民局 市民活動担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 ＮＰＯ法人認証事務用ＦＡＸ回線使用料の支出について（１月分）
2,804

市民局 市民活動担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（８・９月分）
8,079

市民局 市民活動担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第11回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる食糧費（１名分）の支出について
100

市民局 市民活動担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 第33回市民活動推進事業運営会議にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 市民活動担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（６・７月分）
27,196

市民局 市民活動担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第11回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（４名分）の支出について
64,020

市民局 市民活動担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第12回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる食糧費（４名分）の支出について
400

市民局 市民活動担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 平成27年度ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業等業務委託事業者審査会議にかかる食糧費（３名分）の支出について
300

市民局 市民活動担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 第33回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
80,025

市民局 市民活動担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 平成26年度大阪市市民活動推進助成事業報告会にかかる食糧費（5名分）の支出について
500

市民局 市民活動担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 平成26年度市民活動担当課長ブロック会議への出席に係る旅費の支出について
3,520

市民局 市民活動担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（10・11月分）
13,123

市民局 市民活動担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 第12回市民活動に係る提言策定ワーキング部会にかかる委員報酬（３名分）の支出について
48,015

市民局 市民活動担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 平成27年度ＮＰＯ・ボランティア活動推進支援事業等委託業者選定会議にかかる委員報償について
49,500

市民局 市民活動担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ認証グループにかかるファイル格納用両開き書庫の購入及び経費の支出について
37,800

市民局 市民活動担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（12・１月分）
6,472

市民局 市民活動担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（２月分）
7,580

市民局 市民活動担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 平成26年度NPOレベルアップ講座事業報告会にかかる食糧費（4名分）の支出について
400

市民局 市民活動担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（２月分）の支出について
10,079

市民局 地域安全担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成26年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（平成26年7月～平成27年3月）に係る経費の支出について（１月分）
5,552,820

市民局 地域安全担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（平成26年8月～平成27年3月）の支出について（平成27年1月分）
29,415,150

市民局 地域安全担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き行為等適正化指導員にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
59,960

市民局 地域安全担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 客引き行為等適正化指導員にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
49,500



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報
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財政局 財務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議への出席にかかる旅費の支出について
28,840

財政局 財務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税務主管者会議への出席にかかる旅費の支出について
57,680

財政局 財務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　図説日本の税制（平成26年度版）外１点の買入及び経費の支出について
6,372

財政局 財務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成27年1月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成26年度　改正地方財政詳解外１点の買入及び経費の支出について
12,280

財政局 財務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要　521）の購読及び経費の支出について
2,263

財政局 財務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会用　大阪市会関係議案綴表紙一式にかかる経費の支出について
100,440

財政局 財務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 市会用　平成27年度予算事業一覧（各区・局別）印刷にかかる経費の支出について
171,812

財政局 財務課 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
426

財政局 財務課 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　食糧費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,576

財政局 財務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
4,130

財政局 財務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　図書カード（5,000円）外１点の買入にかかる経費の支出について
173,000

財政局 財務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　備品修繕料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン破損にかかる修理に伴う支出について
77,760

財政局 財務課 平成27年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　備品修繕料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン破損にかかる修理に伴う支出について
129,600

財政局 財務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　テンキー買入にかかる経費の支出について
43,409

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　シャープペンシルの買入にかかる経費の支出について
10,238

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「地方財政」（平成27年2月号）の買入及び経費の支出について
1,440

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 財務部事務用　指定都市課税状況調外10点製本にかかる経費の支出について
53,341

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
104,615

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
33,017

財政局 財務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
16,459

財政局 財務課 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
15,008

財政局 財務課 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,396

財政局 財務課 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
33,482

財政局 財務課 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　國の予算（平成26年度）の買入及び経費の支出について
18,000

財政局 財務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　月刊「税」（平成26年4月号～平成27年3月号）の買入及び経費の支出について
25,920

財政局 財務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
32,906

財政局 財源課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用　平成２６年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金の支出について
1,522,000

財政局 財源課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 委託料　委託料 出資財産の有効活用検討調査業務委託経費の支出について
2,000,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第１部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業会計
へ繰替

繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　中央卸売市場事業会計繰出金の支出について（第４回）
296,566,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第１部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　下水道事業会計繰出金の支出について（第３回）
7,149,642,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業出資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　中央卸売市場事業会計繰出金の支出について（第４回）
942,449,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　下水道事業会計繰出金の支出について（第３回）
1,046,989,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
自動車運送事業会計繰
出金

自動車運送事業助成資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　自動車運送事業会計繰出金の支出について（第２回）
68,951,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第３回）
238,740,014

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第３回）
2,117,022,749

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業出資金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第３回）
167,000,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業出資金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第３回）
692,000,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業会計へ繰
替

繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　高速鉄道事業会計繰出金の支出について（第３回）
9,605,794,375

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金 水道事業会計繰出金 水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　水道事業会計繰出金の支出について（第２回）
8,000,000

財政局 財源課 平成27年03月31日 一般会計第２部 特別会計繰出金
工業用水道事業会計繰
出金

工業用水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成26年度　工業用水道事業会計繰出金の支出について（第１回）
2,072,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月02日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
17,456,048,145

財政局 財源課（公債） 平成27年03月02日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,314,409,546

財政局 財源課（公債） 平成27年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
3,416,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
61,413

財政局 財源課（公債） 平成27年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000
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財政局 財源課（公債） 平成27年03月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
41,075,842

財政局 財源課（公債） 平成27年03月11日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 財政局財務部事務非常勤嘱託職員の公務災害等補償条例第6条に基づく療養補償の支出について
18,290

財政局 財源課（公債） 平成27年03月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
33,400

財政局 財源課（公債） 平成27年03月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
429,300,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月13日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１３日支払分利子支払手数料の支出について
729,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
29,753,418

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
52,316,438

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
154,843,828

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
161,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
34,712,321

財政局 財源課（公債） 平成27年03月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１６日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
80,275,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１７日支払分利子支払手数料の支出について
202,500

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,521,810,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
74,383,554

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
131,708,485

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
124,750,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,448,042,050

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支出について
420

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１８日支払分キャップ料の支出について
9,719,452

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１８日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月１８日支払分利子支払手数料の支出について
1,481,630

財政局 財源課（公債） 平成27年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
268,928,590

財政局 財源課（公債） 平成27年03月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,449,613

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
200,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
6,433,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
155,184,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
18,207,884,735

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,482,665

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
152,280,334

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
30,059,090,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
108,699,577

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
955,154

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,816,286

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
53,945,199

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
37,285,700

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
54,849,308

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,347,405,952

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
488,125,975

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
111,622,438

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
57,831,707

財政局 財源課（公債） 平成27年03月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２０日支払分利子支払手数料の支出について
763,731

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
4,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
14,550,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
4,640,000
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財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
64,821,908

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
40,304,165

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２３日支払分元利金支払手数料の支出について
40,499

財政局 財源課（公債） 平成27年03月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２３日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成27年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
112,500,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２４日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 第144回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（市場）
2,346,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 繰出金 港営事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　港営事業資金 第144回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（港営）
353,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 繰出金
市民病院事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　市民病院整備事業資金 平成26年度第5回公募公債の繰出しについて（病院）
307,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
8,279,497,203

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
45,306,531

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
184,475,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,605,739,212

財政局 財源課（公債） 平成27年03月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２５日支払分利子支払手数料の支出について
283,500

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成26年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出しについて（下水）
7,068,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成26年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出しについて（高速鉄道）
216,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲおよび共同発行連絡会議、共同発行債ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,930

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,560

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第144回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第144回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
268,125,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
29,424,651

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
63,753,418

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
11,049,908

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
62,478,349

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２５３７－２５４６」の購入に係る経費の支出について
31,370

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第143回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
51,730

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２６年度第１回銀行等引受債に係るアレンジメントフィー・エージェントフィーの支出について
43,200,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月２７日支払分キャップ料の支出について
9,563,013

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 平成26年度第1回銀行等引受債の繰出しについて（市場）
127,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 繰出金 港営事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　港営事業資金 平成26年度第1回銀行等引受債の繰出しについて（港営）
607,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成26年度第1回銀行等引受債の繰出しについて（下水）
4,266,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
166,600,000

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
78,280,687

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
25,130

財政局 財源課（公債） 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（２月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,320,706,294

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
23,437,500

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
52,328,125

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
2,065,667,377

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
1,542,470

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,004,372

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,004,372

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,004,372
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財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
183,246

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
821,126

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,353,582,533

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
82,179,001

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（中央卸売市場）
7,298

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（下水）
11,709,101

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（港営）
12,256,081

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張について
59,560

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張について
60,360

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張について
33,160

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
3,157

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年３月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
64,800

財政局 財源課（公債） 平成27年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」に係る経費の支出について（２月分）
1,561

財政局 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（１月分）
8,668,055

財政局 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（1月分）の支出について
1,114,230

財政局 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１０月分）
360

財政局 管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国地方税務協議会平成26年度第2回総会に係る経費の支出について
29,230

財政局 管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託に係る経費の支出について（平成２６年度　第３四半期）
449,254,528

財政局 管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１２月分）
21,893

財政局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１２月分）
45,862

財政局 管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方財務実務提要（521）買入に係る経費の支出について
6,789

財政局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税証明郵送請求事務用「精算書」印刷に係る経費の支出について
34,992

財政局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２７年１月分）
271,849

財政局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２７年１月分）
1,649,069

財政局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修繕に係る支出について(弁天町市税事務所・税務部固定資産税担当分)
129,600

財政局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（２月分）
27,000

財政局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（３月分）
35,380

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
328

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
741

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料２月分）
263,994

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託経費の支出について（２月分）
84,240

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（２月分）
68,580

財政局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（３月分）
10,800

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用自治体職員のための事例解説債権管理・回収の手引き（12-13号）他1点の買入に係る経費の支出について
146,608

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２７年２月分）の支出について
313,688

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（5815-5862号）買入に係る経費の支出について
93,840

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２７年２月分）
2,720

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（2/1号）外7点の買入に係る経費の支出について
51,875

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（2月号）外3点の買入に係る経費の支出について
5,868

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月口座不能分）
300

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
469,617

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（２月分）
680,592

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（２月分）
16,200

財政局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（２月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（２月分）
467,359

財政局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（２月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（２月分）
31,968
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財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築と社会（平成２６年１０月～平成２７年３月号）の買入に係る経費の支出について
7,380

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯買入に係る経費の支出について
57,132

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税納税通知書（当初分）送付用封筒ほか6点買入に係る支出について（1回目/全2回）
2,171,469

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用国税速報（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入に係る経費の支出について
24,640

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
479,665

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
602

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
257,258

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
14,511

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
1,114

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
16,500

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
32,495

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
134

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
3,686

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所固定資産税（土地・家屋）グループに係る後納郵便料金の支出について（２月分）
7,469

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
7,159

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
14,320

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年３月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
118,800

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１月分）
23,010

財政局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年３月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
25,088

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
24,975

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月追加分）
2,940

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
49,364

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
35,934

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（２月分）
313,100

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
1,157,352

財政局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（３月分）
7,669,817

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
798,149

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所　固定資産税（土地・家屋）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,764

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
19,410

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,656

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
16,514

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市財政局市税事務所にかかる引継文書移送経費の支出について
268,920

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（軽自動車税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
7,760

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（納税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
17,072

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
5,400

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
6,857

財政局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所軽自動車税担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
4,850

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所固定資産税担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
776

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
3,024

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,710

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
11,543

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
3,380

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
3,004

財政局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成26年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,747

財政局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度大阪市税務事務システム等再構築に係る移行データ等抽出業務委託経費の支出について
50,038,679
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財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
28,315

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（システムＧ）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（2月分）の支出について
30,035

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（2月分）の支出について
79,959

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用日経アーキテクチュア（平成２６年４月～平成２７年３月）の買入に係る経費の支出について
20,200

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例民事執行（追録）（１４３号）の買入に係る経費の支出について
4,868

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政不服審査事務提要（８３５－８４２）買入に係る経費の支出について
28,800

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
660

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２７年２月分）
274,804

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託（長期継続）にかかる支出について
2,700

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
145,320

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
63,994

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
93,645

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
75,891

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
36,701

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
54,706

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
416,817

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（２月分）
124,740

財政局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の支出について（平成２７年２月分）
3,412,886

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 総務省赴任(勤務地の変更)に伴う移転料・着後手当(特別旅費)の支出について
125,400

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 総務省赴任(勤務地の変更)に伴う管外出張に係る経費の支出について
14,650

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 レジスターゴム印1点の買入に係る経費の支出について
8,316

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度船場法人市税事務所における窓口関係業務等に従事する労働者派遣業務の支払いについて（平成27年2月分）
127,935

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
104,026

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
46,683

財政局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
261,780

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 総務局自治税務局担当者との意見交換に係る管外出張旅費の支出について
29,230

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用液晶テレビ買入経費の支出について
27,864

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
56,499

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
80,794

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（2月分）
26,433

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
49,732

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部分室（あべのメディックス）電話回線使用料（2月分）の支出について
83,154

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 点字プリンター用紙買入に伴う支払いについて
3,024

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
60,048

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
171,228

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
120,641

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
33,264

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について（２月分）
195,281

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
22,463,651

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク（庁内情報系ネットワーク）にかかる支出について（平成27年2月分）
6,998

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（2月分）の支出について
1,243,293

財政局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について（平成27年2月分）
51,732

財政局 収税課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年1月分）
4,109,417

財政局 収税課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年1月分）
5,412,725

財政局 収税課 平成27年03月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年1月分）
269,928

財政局 収税課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第51回）
3,037

財政局 収税課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替・自動払込依頼書受付完了のお知らせハガキの調製経費の支出について（第３回完納）
82,620
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財政局 収税課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託の実施経費の支出について
234,360

財政局 収税課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成27年２月分）
75,492

財政局 収税課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託の経費支出について（８回目／全９回）
35,736

財政局 収税課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費等の支出について（２月分）
13,880

財政局 収税課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 返信用封筒（料金受取人払）の買入経費の支出について
220,320

財政局 収税課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒ほか３点の買入経費の支出について（第４回完納）
68,040

財政局 収税課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市税口座振替済報告書の調製経費の支出について
49,410

財政局 収税課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 払込書（市税事務所用）の調製にかかる経費の支出について
61,236

財政局 収税課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 「大阪市納税推進センター業務委託」に係る総合評価一般競争入札評価会議（第２回）の経費の支出について
17,185

財政局 収税課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
13,208

財政局 収税課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納整理外勤用かばんほか2点の買入経費の支出について
201,258

財政局 収税課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入経費の支出について
12,500

財政局 収税課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 徴収事務用書籍「国税通則法精解（平成25年改訂）」ほか5点の購入業務の実施経費の支出について
58,200

財政局 収税課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
1,372,202

財政局 収税課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
1,576,048

財政局 収税課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 徴収事務用書籍「国税通則法精解（平成25年改訂）」ほか5点の購入業務の実施経費の支出について
12,976

財政局 収税課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員の管外出張（徴収担当課長会議出席）について（東京都）
57,800

財政局 収税課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替依頼書折りたたみ形式（当初納税通知書同封用（固定資産税新規課税者））の印刷経費の支出について
678,240

財政局 収税課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ27.2月分）
342,410

財政局 収税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（２月分）
27,150

財政局 収税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）ほか１点の印刷経費の支出について（第３回完納）
907,200

財政局 収税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の調製経費の支出について
1,154,817

財政局 収税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年2月分）
6,120,875

財政局 収税課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,562,563

財政局 収税課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成27年2月分）
531,532

財政局 課税課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　広告料 平成26年分確定申告期限周知用ポスターの地下鉄及び市バスへの車内掲出の経費の支出について
459,540

財政局 課税課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（１月分）
1,468,069

財政局 課税課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大規模家屋建築関係資料用ファイル買入に係る経費の支出について
31,109

財政局 課税課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成２７年１月分）
352,846

財政局 課税課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成２７年１月分）
40,500

財政局 課税課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度市民税・府民税一次申告書搬送業務委託の経費の支出について
213,840

財政局 課税課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市民税・府民税申告用医療費控除用封筒買入の経費の支出について
93,571

財政局 課税課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の支出について（12月分／全９回）
202,477

財政局 課税課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度軽自動車税申告依頼書等作成に係る事後処理業務（概算契約）の支出について
98,783

財政局 課税課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 住宅減額適用切れビラ印刷の実施に係る経費の支出について
37,141

財政局 課税課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１月分）
26,460

財政局 課税課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）実地調査用かばん買入に係る経費の支出について
47,044

財政局 課税課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市たばこ税「納付書」印刷の支出について
17,820

財政局 課税課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「第20号様式記載の手引ほか１点」印刷の支出について
210,816

財政局 課税課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に係る支出について（１２月分／４月から１２月分）
845,016

財政局 課税課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託（その２)の経費の支出について（２月分）
4,860

財政局 課税課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（その２）（概算契約）に係る経費の支出について（１月分／全３回）
124,555

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度課税分固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書一般用（8P）ほか１点印刷に係る経費の支出について（完納）
3,191,130

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 家屋見取図用バインダー買入に係る経費の支出について
166,320

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成27年度給与支払報告書督促はがき印刷の経費の支出について
229,932

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 「軽自動車税標識再交付申請書」印刷の支出について
18,144

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 軽自動車税「税制改正等周知チラシ」印刷の支出について
203,796

財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（２月分）
604,515
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財政局 課税課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（２月分）
828,770

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（２月分）
28,558

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係書籍「法人税の決算調整と申告の手引」ほか１点買入の支出について
18,576

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成27年2月分）
40,500

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成27年2月分）
280,574

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託（その２)の経費の支出について（３月分）
4,860

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成26年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（１月・２月分）
915,222

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度軽自動車税定期課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続）の支出について（２月分）
760,472

財政局 課税課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料
平成27年度個人市・府民税（普通徴収）当初課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続契約）（その２・梅田及びなんば市税事務所）の経費支出について（平成27年2月
分） 808,145

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（２月分）
4,440

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 防火対象物定期点検報告及び防災管理点検報告業務委託の実施経費の支出について
54,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成27年3月分）
108,738

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所固定資産税担当事務用デジタルカメラ買入経費の支出について
49,636

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
5,034

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所電源キュービクル年次点検業務委託経費の支出について
172,800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分地区相談会場借料経費分担金の支出について（３/５　使用分）
20,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 梅田市税事務所煙感知器修繕経費の支出について
30,240

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
3,170

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
3,300

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（北地区税務協議会）
38,779

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（大淀地区税務協議会）
39,629

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（西淀川地区税務協議会）
31,831

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（東淀川地区税務協議会）
136,838

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年分納税相談会場借料経費分担金について（東淀川地区税務協議会）
100,166

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（3月分）
24,800

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
1,740

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（城東税務署管内分）
102,664

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（旭税務署管内分）
89,377

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成27年2月分）
1,470

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成27年2月分）
9,600

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用オフィスデスク外１点買入に係る経費の支出について
58,897

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（１月分）
2,178

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（１月分）
2,480

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる臨時的任用職員市内出張交通費の支出について（１月分）
760

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任に係る郵便切手及び収入印紙代の支出について
2,230

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任に係る郵便切手及び収入印紙代の支出について
800

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う鑑定業務委託に係る経費の支出について（弁天町）
304,560

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 港区事前年金相談会場使用料に係る分担金の支出について
23,333

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
756

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う鑑定業務委託に係る経費の支出について（弁天町）
208,440

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（２月分）
2,040

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（福島・此花地区）
54,110

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（西地区）
43,182

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（港・大正地区）
54,840

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大正区申告相談会場使用料に係る分担金の支出について
201,832

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（3月追加分）
24,600

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 大阪市財政局弁天町市税事務所庁用器具買入に係る経費の支出について
148,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分確定申告説明会場の会場使用料分担金の支出について（東成区民センター）
42,166
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財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所会議室用テーブルほか１点買入経費の支出について
84,024

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（3月分）
142,600

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成27年2月分）
900

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所4階事務室間仕切り壁買入に係る実施及び同経費の支出について
350,784

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（南地区税務協議会）
37,847

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（生野地区税務協議会）
53,239

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東地区税務協議会）
34,491

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（天王寺地区税務協議会）
34,455

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東成地区税務協議会）
31,841

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（浪速地区税務協議会）
22,820

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（1月分）
5,410

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（1月分）
7,582

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,960

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,950

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（3月分）
118,320

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(阿倍野地区)
49,400

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(東住吉・平野地区)
133,499

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(住吉・住之江地区)
101,809

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成26年分所得税等確定申告書申告指導会場の借上げに係る分担金の支出について(住吉・住之江地区)
50,193

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成26年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(西成地区)
32,054

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用油性黒マジックほか12点消耗品買入経費の支出について
90,590

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
4,800

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（2月分）
8,420

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足切手代の支出について(３月）
29,550

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
300

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 事業所税の課税調査に関する視察にかかる管外出張旅費の支出について
57,800

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（２月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（2月分）
420

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金３月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８件）
135,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金３月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
1,870,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６件）
56,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６1件）
1,253,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
4,509

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３７件）
150,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
11,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７２件）
2,298,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,830

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
34,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
48,269

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９件）
741,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
15,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６４件）
265,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
20,028

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９９件）
3,626,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
95,900
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
2,178

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３２件）
1,386,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
41,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２６件）
877,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
2,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
57,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３５件）
1,109,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
852

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（市府民税）
12,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第３班）にかかる管外出張旅費の支出について(追給）
7,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
72,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
2,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
85,036

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５０件）
1,359,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
201,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５７件）
2,849,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
75,317

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
48,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３４件）
609,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
67,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
10,258

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
693,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分４件）
24,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
86,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１６件）
1,065,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
44,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
3,672,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
41,673

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
15,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６件）
72,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３３件）
2,667,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
6,060

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
47,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７５件）
5,330,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
25,760

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１２件）
46,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
17,414

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０件）
688,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
27,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２件）
595,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
10,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
27,191

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
46,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割口座単票）
872

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
15,180

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
49,077

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４３件）
1,561,900
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付２１７件）
1,609,800

都市計画局 都市計画課 平成27年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国土利用計画法関係事務用　平成27年地価公示都道府県地価調査担当者会議にかかる管外出張旅費の支出について
27,737

都市計画局 都市計画課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度１月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　平成26年度国際都市計画交流組織（ＩＮＥＸ）推進協議会分担金の支出について
500,000

都市計画局 都市計画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用　不動産鑑定士への報償金の支出について
13,500

都市計画局 都市計画課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 備品購入費　図書購入費 都市計画決定等関連事務用　図書購入費の支出について
6,156

都市計画局 都市計画課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 都市計画審議会用「コンパクトシティ実現のための都市計画制度」買入に係る消耗品費の支出ついて
3,564

都市計画局 都市計画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用都市計画窓口システム用機器一式　長期借入（2月分)
34,452

都市計画局 都市計画課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 高度情報化用参考図書購入経費の支出について
15,800

都市計画局 都市計画課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国際都市計画交流組織（INEX）推進協議会平成26年度実務担当者交流会議・海外の都市計画に係る講演会への出席に係る東京都出張旅費の支出について
29,300

都市計画局 都市計画課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入（2月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用サーバ機器及び周辺装置の長期借入に係る使用料の支出について（2月分）
619,056

都市計画局 都市計画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェアの長期借入に係る使用料の支出について（2月分）
322,920

都市計画局 都市計画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市統合型GIS運用促進事業用ArcGIS Serverサポート保守業務に係る経費の支出について
877,619

都市計画局 都市計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１月分市内出張等旅費の支出について
24,020

都市計画局 都市計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　東京都への管外出張旅費の支出について
66,540

都市計画局 都市計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用等平成２６年度１月分市内出張等旅費の支出について
684

都市計画局 都市計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画行政支援システム用　平成２６年度都市計画法等各種届出データ整備業務委託経費の支出について
168,480

都市計画局 都市計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年度２月分）
172,800

都市計画局 都市計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用エリアマネジメント　地区組織による計画と管理運営の買入に係る消耗品費の支出について
2,754

都市計画局 交通政策課 平成27年03月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 めいわく駐車追放広報啓発事業の委託経費の支出について
921,240

都市計画局 交通政策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 鉄道整備連絡事務用　数字でみる鉄道２０１４ほかの購入経費の支出について
6,638

都市計画局 交通政策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用　平成２７年２月分市内出張等旅費の支出について
10,671

都市計画局 交通政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 鉄道の安全性の向上事業用　大阪市鉄道安全性向上事業費補助金の支出について（阪神西九条駅）
3,350,000

都市計画局 交通政策課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費貸付金の支出について(平成２６年度分）
695,800,000

都市計画局 交通政策課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費貸付金の支出について(平成２５年度繰越分）
861,200,000

都市計画局 交通政策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用　第7回関空アクセス調査検討会にかかる出張旅費の支出について
29,420

都市計画局 交通政策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 鉄道整備連絡事務用　鉄道整備方策のヒアリング等にかかる出張旅費の支出について
29,380

都市計画局 交通政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 旧ＯＴＳ線利用促進用　平成２６年度旧ＯＴＳ線運営一元化負担金の支出について
1,200,000,000

都市計画局 総務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた2期開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
86,520

都市計画局 総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区開発に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
74,500

都市計画局 総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について(2月分)
4,590

都市計画局 総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(2月分)
123,746

都市計画局 総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について(2月分)
172,929

都市計画局 総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入のに伴う経費の支出について(2月分)
80,779

都市計画局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
280

都市計画局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
82

都市計画局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（2月分）
32,455

都市計画局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（2月分）
12,705

都市計画局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（2月分）
100,892

都市計画局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー購入代金の支出について
46,764

都市計画局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
7,326

都市計画局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
27,316

都市計画局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
27,057

都市計画局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
14,033

都市計画局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内および近接地出張旅費の支出について（２月分）
17,188

都市計画局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　宛て名ラベル外19点購入経費の支出について
101,814

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査調査区設定事務にかかる筆記具等の購入費の支払いについて
78,516
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都市計画局 統計調査担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査　調査協力依頼に係る物品購入経費の支払について
21,600

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査員確保対策事務用　大阪市登録調査員登録期間満了に伴う登録申請書の郵送提出にかかる郵便受取人払後納費用の支出について（2月分）
13,677

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室内管理用端末等機器一式借入に伴う賃借料の支出について（２月分）
6,615

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（2月分）
1,276

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（2月分）
1,060

都市計画局 統計調査担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（2月分）
640

都市計画局 開発計画課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（1月分）
8,469

都市計画局 開発計画課 平成27年03月04日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 負担金、補助及交付金　分担金 平成26年JR関西本線地下化事業にかかる下期負担額の支出について
292,722,000

都市計画局 開発計画課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（1月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（1月分）
108

都市計画局 開発計画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　夢洲のまちづくりにおける環境・エネルギー等分野の先端技術に関する打合せ等にかかる出張旅費の支出について
29,434

都市計画局 開発計画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（1月分）
248,961

都市計画局 開発計画課 平成27年03月09日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 委託料　委託料 都市開発資金事業用　北区中之島４丁目地内における土壌状況調査業務委託の支出について
460,080

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　１月分）
5,074

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　１０月分）
1,316

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　都市再生緊急整備地域に関する打合せ等のための出張旅費の支出について
28,830

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　１１月分）
162

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　MIPIMに関する打合せのための出張旅費の支出について
28,500

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　MIPIM JAPAN第４回実務者会議の参加のための出張旅費の支出について
28,830

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　９月分）
1,468

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用中之島５丁目のまちづくりに関する地権者協議等のための管外出張旅費の支出について（2月20日分）
59,740

都市計画局 開発計画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　１２月分）
1,098

都市計画局 開発計画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市再生整備計画事業用図書の購入経費の支出について
3,780

都市計画局 開発計画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 都市再生整備計画事業用図書の購入経費の支出について
360

都市計画局 開発計画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 拠点地区開発計画策定調査用　臨海部鉄道アクセス基礎調査業務委託の支払いについて
939,600

都市計画局 開発計画課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用市内出張交通費等の支出について（1月分）
5,032

都市計画局 開発計画課 平成27年03月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（1月分）
4,575

都市計画局 開発計画課 平成27年03月17日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（1月分）
1,576

都市計画局 開発計画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（１月分）
23,315

都市計画局 開発計画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　特別旅費 フランス共和国で開催する不動産プロフェッショナル国際マーケット会議に参加のための旅費の支出について
423,380

都市計画局 開発計画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用図書の購入経費の支出について
15,120

都市計画局 開発計画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　２月分）
4,234

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（2月分）
12,600

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（2月分）
8,559

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（２月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（2月分）
248,961

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリの借入にかかる経費の支出について（2月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（3月分）
195,682

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,328

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 御堂筋の活性化用御堂筋沿道にぎわい空間創出支援補助金（壁面後退部分でのオープンカフェによるにぎわい創出事業・にぎわい活動補助事業）の支出について
993,000

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　外付けハードディスク他１点の購入経費の支出について
38,124

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成27年1月分）
1,940

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市都市景観委員会現地調査開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
264,810

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 大阪市都市景観委員会現地調査開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
12,510

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（２月分）
9,082

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　背幅伸縮式ファイル（Ａ４縦 ブルー）他２点の購入経費の支出について
22,955

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　問答式　都市計画・開発法規の実務　外１点　買入経費の支出について
21,907

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　建物修繕料 御堂筋の景観整備用　ハンドホール鉄蓋取替工事の工事費の支出について
288,121
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都市計画局 開発誘導課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 備品購入費　図書購入費 開発許可関係事務用　書籍１点の購入経費の支出について
5,616

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成27年2月分）
6,142

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用・建築美観誘導事務用　開発許可質疑応答集　外２点　買入経費の支出について
34,762

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　問答式　都市計画・開発法規の実務　外１点　買入経費の支出について
7,801

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　事項別　都市計画法規実務事典　買入経費の支出について
6,888

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用・建築美観誘導事務用　開発許可質疑応答集　外２点　買入経費の支出について
9,361

都市計画局 開発誘導課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市景観資源登録証印刷用用紙購入に係る経費の支出について
2,160

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（2月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
80,510

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（2月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,150

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　住宅地図の購入にかかる経費の支出ついて
236,736

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について
44,832

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について
27,673

都市計画局 建築企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会２月定例会）の支出について
500

都市計画局 建築企画課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品の購入にかかる経費の支出について
77,177

都市計画局 建築企画課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手の購入にかかる経費の支出について
3,480

都市計画局 建築企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（１月分）の支出について
43,702

都市計画局 建築企画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリの使用料の支出について（２月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　平成２６年度　近畿建築行政会議総則部会（第６回）出席にかかる和歌山市出張旅費の支出について
2,040

都市計画局 建築企画課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　平成２６年度　近畿建築行政会議総則部会（第６回）出席にかかる和歌山市出張旅費の支出について
2,300

都市計画局 建築企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（２月分）の支出について（相談用）
16,423

都市計画局 建築企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２６年度２月分　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
166,779

都市計画局 建築企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
101,706

都市計画局 建築企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（２月分）の支出について
30,753

都市計画局 建築企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
4,924

都市計画局 建築企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（２月分）の支出について
40,704

都市計画局 建築企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 備品購入費　図書購入費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
5,130

都市計画局 建築企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 備品購入費　図書購入費 建築基準行政事務　書籍の購入にかかる経費の支出について
8,229

都市計画局 建築企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
35,310

都市計画局 建築確認課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（１月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市建築物環境配慮推進委員会表彰候補建築物現地審査にかかる報酬及び費用弁償の支出について
64,020

都市計画局 建築確認課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成26年度大阪市建築物環境配慮推進委員会表彰候補建築物現地審査にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,580

都市計画局 建築確認課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第4回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
64,020

都市計画局 建築確認課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成26年度第4回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,280

都市計画局 建築確認課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成26年度　第4回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について（４名分）
400

都市計画局 建築確認課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（２月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（２月分）の支出について
64,692

都市計画局 建築確認課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　2月分（OKBC）
140,000

都市計画局 建築確認課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（２月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（２月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２６年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（２月分）の支出について
360,426

都市計画局 監察課 平成27年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
40,000

都市計画局 監察課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
2,130

都市計画局 監察課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
3,070

都市計画局 監察課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
60,000

福祉局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（２７年１月分）
43,934

福祉局 総務課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（２７年１月分）
45,033

福祉局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年１月分コピー代金の支出について（２台分）
64,547

福祉局 総務課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年１月分コピー代金の支出について（２台分）
66,161
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福祉局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成27年1月コピー代金の支出について（10台分）
563,750

福祉局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用普通旅費（１月分）の支出について
1,000

福祉局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 第５７回大都市社会福祉協議会（大阪市大会）補助金の支出について
1,000,000

福祉局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第３回実施分）
112,035

福祉局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第３回実施分）
5,340

福祉局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人会計実務の買入経費の支出について
8,316

福祉局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る９月～２７年１月分の支出について
360

福祉局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る９月～２７年１月分の支出について
121,908

福祉局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙の印刷経費の支出について
11,525

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸ用トナーキットの買入経費の支出について
398,520

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　デジタル印刷機用インクカートリッジ外１点の買入経費の支出について
94,824

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成２７年２月分）
370,761

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
44,582

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
911,257

福祉局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」の契約について（平成２７年２月分）
29,700

福祉局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等(福祉局)(２)の長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
207,576

福祉局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
235,695

福祉局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
176,251

福祉局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２７年２月分）
132,332

福祉局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
28,080

福祉局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２６年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
10,108

福祉局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
7,560

福祉局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（２月分）
6,118

福祉局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
53,330

福祉局 総務課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（２月分）
6,272

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
5,460

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課)にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
5,985

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
27,720

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
27,687

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
6,510

福祉局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
7,344

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ③　一般事務用　平成27年2月分コピー代金の支出について（1台分）
16,598

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ②　一般事務用　平成27年2月分コピー代金の支出について（2台分）
104,608

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２７年１月分）
31,168

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成27年2月分）
2,694

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
58,465

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年３月分）
737,052

福祉局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度福祉局文書等逓送業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
116,931

福祉局 総務課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２７年１月分）
31,948

福祉局 総務課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年３月分）
755,476

福祉局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成26年度福祉局職員健康診断（Ｂ型肝炎ワクチン接種）経費の支出について
132,192

福祉局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉貸付事業行政担当者説明会出席にかかる出張旅費の支出について
28,900

福祉局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る平成２７年２月分の支出について
33,424

福祉局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成27年2月コピー代金の支出について（10台分）
460,298

福祉局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年２月分コピー代金の支出について（２台分）
41,738

福祉局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
6,032

福祉局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（２７年２月分）
52,558

福祉局 総務課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年２月分コピー代金の支出について（２台分）
42,781
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福祉局 総務課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（２７年２月分）
53,871

福祉局 経理・企画課 平成27年03月02日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（２月請求分その２）の支出について
1,348,106

福祉局 経理・企画課 平成27年03月03日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（３月３日支給分）
6,400,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金の支給に係る経費の支出について（施設関連：８回目）
245,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（２月分）
38,660

福祉局 経理・企画課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 もと白浜寮用地の現地見学会及び白浜町役場との協議にかかる出張旅費の支出について
36,784

福祉局 経理・企画課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「ゴム印　買入」にかかる経費の支出について
2,604

福祉局 経理・企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会総会（１月２８日開催）に係る報酬及び費用弁償の支出について
288,090

福祉局 経理・企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会総会（１月２８日開催）に係る報酬及び費用弁償の支出について
8,020

福祉局 経理・企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調査研究用「厚生法規総覧追録（４６５８～４６６８号）」買入にかかる経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

報償費　報償金 臨時福祉給付金支給事業（平成２７年度実施分）における労働者派遣契約に係る総合評価一般競争入札検討会議における報償金の支出について
32,850

福祉局 経理・企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第６回）
255,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（３月請求分）の支出について
8,191

福祉局 経理・企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ事務用「ゴム印　買入」に係る経費の支出について
2,358

福祉局 経理・企画課 平成27年03月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

報酬　其他委員等報酬 臨時福祉給付金支給事業用　療養補償費の支出について（１月分）
31,968

福祉局 経理・企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
3,732

福祉局 経理・企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
3,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成26年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
40,874

福祉局 経理・企画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（２月分）
4,240

福祉局 経理・企画課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要追録521号　買入」にかかる経費の支出について
2,263

福祉局 経理・企画課 平成27年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（第９回目）
966,708

福祉局 経理・企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（２月分）
780

福祉局 経理・企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２６年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（２月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もと塚本寮アスベスト含有調査業務委託に係る経費の支出について
81,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（２月分）の支出について
191,715

福祉局 経理・企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（２月分）の支出について（料金後納郵便分）
2,434,582

福祉局 経理・企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（口座不能分）の支出について
505,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ銀行：２月分）
495,504

福祉局 経理・企画課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな銀行：２月分）
1,060,440

福祉局 経理・企画課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友銀行：２月分）
1,046,196

福祉局 経理・企画課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ銀行：２月分）
1,545,588

福祉局 経理・企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（２月分）
20,355

福祉局 経理・企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（２月分）
96,768

福祉局 経理・企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（２月分）
4,160,845

福祉局 経理・企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

委託料　委託料 大阪市臨時福祉給付金支給事業及び大阪市子育て世帯臨時特例給付金支給事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（２月分）
1,040,210

福祉局 経理・企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市社会福祉審議会総会会議録作成業務に係る経費の支出について
51,300

福祉局 経理・企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

報酬　其他委員等報酬 臨時福祉給付金支給事業　休業補償費の支出について
34,628

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外２点　買入（年間購読）に係る経費の支出について（３月納品分）
38,656

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（２月分）
115,982

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

報酬　其他委員等報酬 臨時福祉給付金支給事業　療養補償費の支出について（２月分）
27,518

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

報酬　其他委員等報酬 臨時福祉給付金支給事業　療養補償費の支出について（自己負担分）
16,570

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の所要経費の支出について（７回目）
631,303

福祉局 経理・企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（２月分）
22,111,808

福祉局 経理・企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方改善施設（共同浴場）の財産処分に係る承認に伴う国庫納付金の納付に係る所要経費の支出について
425,639,863

福祉局 経理・企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度臨時福祉給付金支給事業補助金の過年度支出について
1,488,000

福祉局 経理・企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（２月分）
17,688

福祉局 経理・企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　給付金事務センター申請受付書類等運搬経費の支出について
302,400

福祉局 経理・企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（３月請求分その２）の支出について
1,170,375
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福祉局 地域福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２７年１月分出張旅費の支出について
5,970

福祉局 地域福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（１２・１月分）
34,883

福祉局 地域福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 成年後見制度周知広報用リーフレットの作成にかかる経費の支出について
28,080

福祉局 地域福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 成年後見制度周知広報用リーフレットの作成にかかる経費の支出について
28,080

福祉局 地域福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 権利擁護相談支援サポートセンター事業及び休日夜間福祉電話相談事業委託事業者選定委員会（第２回）委員報償金の支出について
51,115

福祉局 地域福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 第1回福祉ボランティアコーディネーション業務委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について
49,775

福祉局 地域福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市社会福祉研修・情報センターの余裕床部分の民間への貸付にかかる資産価値・鑑定評価調査業務委託料（時点修正分）の支出について
54,000

福祉局 地域福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第９回請求分）
18,594

福祉局 地域福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる葬祭補償費の支出について（追加分）　　　　　（福島区）
35,000

福祉局 地域福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第3回福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
112,035

福祉局 地域福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第3回福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
4,100

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（１２月組戻分）
2,408

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,200

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（２月分）
906,183

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（２月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（２月分）
6,730,400

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（２月分）
744,411

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（２月分）
1,661,882

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（２月分）
4,078

福祉局 地域福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用「問答式　社会福祉の法律実務」追録104・105号の購入経費の支出について
8,837

福祉局 地域福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 高齢者虐待防止対応マニュアル（概要版）の作成にかかる経費の支出について
246,240

福祉局 地域福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者虐待防止啓発用クリアファイル作成及び同所用経費の支出について
135,000

福祉局 地域福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 高齢者虐待対応における成年後見市長審判請求に対する抗告審への対応経費の支出について
113,400

福祉局 地域福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（生野区第10回請求分）
277,624

福祉局 地域福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（２月分）
10,602

福祉局 保護課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（２月分）
6,231

福祉局 保護課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成27年1月申込分)
25,515

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具）の支出について
103,384

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮１月分）
96,900

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム１月分）
125,400

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮１月分）
898,000

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（更生施設　淀川寮１月分）
267,900

福祉局 保護課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 安定した住居のない要保護者に対する居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（救護施設　淀川寮１月分）
125,400

福祉局 保護課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年３月分）随時
42,933

福祉局 保護課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する２月分報酬及び交通費の支出について
37,830

福祉局 保護課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する２月分報酬及び交通費の支出について
1,140

福祉局 保護課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成27年3月分）の支出について
61,535,891

福祉局 保護課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成27年3月分）の支出について
271,032,495

福祉局 保護課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２６年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２７年２月号）
10,692

福祉局 保護課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２５年度指定管理者制度導入施設の評価における専門家等の意見聴取にかかる委員報酬の支出について
32,010

福祉局 保護課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（３月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
113,756,070

福祉局 保護課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設橡生の里）
1,940

福祉局 保護課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定用市内出張交通費（１月分）の支出について
11,200

福祉局 保護課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（１月業務分、２月分保護費）の支出について
1,217,592
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福祉局 保護課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（１月分）の支出について
5,580

福祉局 保護課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北ブロック）にかかる委託料の支出について（１月分）
2,690,835

福祉局 保護課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（南ブロック）にかかる委託料の支出について（１月分）
2,988,570

福祉局 保護課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２７年３月分の支出について
38,495,700

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年２月
分） 514

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年２月
分） 29,295

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議の所要経費の支出について（１回目分）
34,630

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年２月
分） 128,829

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる支出について（２月分）
374,436

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる支出について（２月分）
272,808

福祉局 保護課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年２月
分） 1,546,637

福祉局 保護課 平成27年03月16日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
平成２６年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（平成２７年２月
分） 7,881

福祉局 保護課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）随時払
57,882

福祉局 保護課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年３月分）随時払
193,800

福祉局 保護課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年１月審査分
882

福祉局 保護課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（紙おむつ代）の支出について
9,504

福祉局 保護課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市任期付職員（福祉職員：生活保護ケースワーカー）の平成２７年４月１日付任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
79,500

福祉局 保護課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護関係業務非常勤嘱託職員の平成２７年度任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
50,850

福祉局 保護課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年１月審査分
391,363

福祉局 保護課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：３）の支出について
259,524

福祉局 保護課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：４）の支出について
403,380

福祉局 保護課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：１）の支出について
58,158

福祉局 保護課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：２）の支出について
224,694

福祉局 保護課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年２月審査分（追加払い）の支出について
495,130,882

福祉局 保護課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議の所要経費の支出について（２、３回目分）
103,550

福祉局 保護課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
22,060

福祉局 保護課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用連続帳票の印刷及び同所要経費の支出について
3,038,580

福祉局 保護課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護担当職員事務用フラットファイル買入に係る経費の支出ついて
127,623

福祉局 保護課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用封筒の買入及び同所要経費の支出について（第２回納品分）
1,841,227

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料の支出について(平成27年2月申込分)
21,735

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２７年２月審査分（３月支払分）の支出について
24,320

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２７年２月審査分（３月支払分）の支出について
1,445,151

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２６年１１月分）
29,896

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２７年１月分）
2,780

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張旅費の支出について（救護施設橡生の里）
3,880

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張旅費の支出について（救護施設橡生の里）
3,880

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度心理判定業務にかかる出張旅費の支出について（救護施設ジョイガーデン）
3,680

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係全国係長会議への出張旅費の支出について
87,720

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用帳票（改ざん防止用紙等）の印刷及び同経費の支出について（第３回納品分）
1,715,040

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２７年２月審査分（３月支払分）の支出について
6,063,565

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２７年１月分）
678,400

福祉局 保護課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２７年２月審査分（３月支払分）の支出について
369,865,120

福祉局 保護課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 心理判定用市内出張交通費（２月分）の支出について
11,020

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
21,426

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
21,600

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）、文書料の支出について
21,685

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具）の支出について
151,225

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２７年２月申請分）
313,020
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福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「社会保障の手引（平成２７年版）」買入にかかる経費の支出について
304,182

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２７年２月分の支出について
1,386,843

福祉局 保護課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２７年３月審査分）
22,898,563

福祉局 保護課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助内容点検等業務委託長期契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成26年8月依頼分データによる再審査請求にかかるインセンティブ分）
961,961

福祉局 保護課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成27年1月依頼分）
3,022,366

福祉局 保護課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費、住宅改修費）の支出について
53,844

福祉局 保護課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる医療支援給付（文書料）の支出について
5,400

福祉局 保護課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設事務市内出張交通費（２月分）の支出について
5,720

福祉局 保護課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
97,825

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２７年２月審査分の支出について
74,745

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２７年３月審査分（概算払い）の支出について
10,000,000

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する３月分報酬及び交通費の支出について
37,830

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（結核部会）委員に対する１月分報酬及び交通費の支出について
113,490

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（結核部会）委員に対する１月分報酬及び交通費の支出について
1,940

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する３月分報酬及び交通費の支出について
1,140

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（２月分）の支出について　保護グループ
21,570

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（６月～２月分）の支出について　査察グループ
313,260

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用板目表紙ほか２４点買入にかかる経費の支出について
24,094

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（３月分）
6,231

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（２月分）の支出について
56,872

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２７年２月審査分の支出について
23,496,714

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護等版レセプト管理システムサーバ等機器更新に伴う各種設定業務にかかる支出について
9,478,620

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２６年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について（概算契約）２月作業分
830,260

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年４月分）の支出について
6,854,054,474

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年４月分）の支出について
3,451,142,359

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年４月分）の支出について
55,765,376

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年３月審査分（概算払い）の支出について
7,000,000,000

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年４月分）の支出について
10,667,176

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度支援相談員配置委託金の受入超過にかかる還付金の支出について
307,551

福祉局 保護課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度生活保護費等国庫負担金受入超過による返還金の支出について
1,945,918,158

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（１月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（１月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度国保給付事務用市内出張交通費（１２～１月分）の支出について
22,374

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）クラフトテープ外８点の買入にかかる経費の支出について
20,293

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（高額療養費の見直しに伴う国民健康保険法施行令等の一部改正対応）の経費の支出について
43,495,596

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
1,640

福祉局 保険年金課 平成27年03月02日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　３月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１２月分）
127,730

福祉局 保険年金課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
40,110

福祉局 保険年金課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
78,795,878

福祉局 保険年金課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（１月分）
139,985

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年1月分コピー代金の支出について
18,303

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,445,718,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,441,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
245,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度第１１期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,497,941,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年1月分コピー代金の支出について
12,202
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福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録536号　他1件の買入にかかる経費の支出について
315,975

福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（Ｈ２７．１月分）
90,945

福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（１月分）
33,876

福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる支出について（１月分）
313,074

福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（Ｈ２７．１月分）
455,632

福祉局 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（２月請求分）
9,744,300

福祉局 保険年金課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（３月分）
2,080,480,269

福祉局 保険年金課 平成27年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）
1,188,322

福祉局 保険年金課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（２月請求分（第２回））
6,127,845

福祉局 保険年金課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度退職者医療共同事業拠出金の支出について
41,031

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務用　年金時代(平成２６年４月～平成２７年３月分)の経費の支出について
6,108

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１２月分）
51,354

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（２月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１２月分）
33,412

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１２月分）
85,339

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１２月分）
15,623

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用テンキーの買入経費の支出について
21,870

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（12月・1月点検分）
11,478,383

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１２月分）
295,937

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
12,563,240

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 保健事業ポスター（特定健康診査周知用）ほか１点デザイン及び版下作成の実施と所要経費の支出について
38,016

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 糖尿病性腎症重症化予防事業検討会議の報償金及び交通費の支出について（平成27年1月29日開催分）
49,395

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 保健事業ポスター（特定健康診査周知用）ほか１点デザイン及び版下作成の実施と所要経費の支出について
38,016

福祉局 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
1,471,582

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
4,984,732

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（２月分）
6,795,224

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
414,991

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
9,939,526

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年２月分）
123,924,261

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２７年２月分）
20,943

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年２月分）
7,013,851

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査等（集団健診）に関する業務（概算契約）と所要経費の支出について（２月分）
13,015,117

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
1,213,255

福祉局 保険年金課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（１月分）
1,936,377

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
77,760

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について（２月分）
43,999

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（27年1月分）
82,800

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第11期分）
563,431,674

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第11期分）
1,833,567,017

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
255,000
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福祉局 保険年金課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の経費の支出について（２月分）
885,600

福祉局 保険年金課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の経費の支出について（２月分）
177,120

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：３月審査概算払分）
135,709,940

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
299,727,611

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
25,830

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（3月概算払分）
10,892,204,947

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（2月審査分）
29,640,696

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（2月決定分）
437,280,531

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（2月決定分）
1,719,780,777

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（2月決定分）
12,270

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
49,619,001

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（2月審査分）
1,083,455

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（3月審査分）
529,395,705

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（2月決定分）
12,891,727

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（2月決定分）
77,777,744

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健康診査周知用）ほか１点印刷経費の支出について
22,302

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健康診査周知用）ほか１点印刷経費の支出について
22,325

福祉局 保険年金課 平成27年03月18日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１８日支払分）
1,420

福祉局 保険年金課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 レセプト管理システム端末プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
18,252

福祉局 保険年金課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１月分）
139,285

福祉局 保険年金課 平成27年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,243,667,437

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
10,368

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
8,184

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１月分）
26,006

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
86,240

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：２月審査分）
1,943,744

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(３月決定分)
3,060,523

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（２月分）
3,800,450

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（１月分）
1,440

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
19,183

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
7,496,544

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１月分）
81,800

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
211,024

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
4,493,758

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
4,385

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１月分）
14,828

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
62,424

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
102,168

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 外国人向けパンフレット「大阪市国民健康保険のご案内」の翻訳業務委託の実施にかかる同所要経費の支出について
27,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
65,448

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
207,360

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,483,551

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分　柔整）
920,865

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分　レセ電）
617,537

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（2月分　調剤）
13,623,060

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について②
8,447,579

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について
89,755,401



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について②
387,513

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について
2,683,304

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 糖尿病性腎症重症化予防事業検討会議の報償金及び交通費の支出について（平成27年2月19日開催分）
49,395

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 頻回受診者教育事業用パンフレットの買入にかかる経費の支出について（２月送付分）
99,873

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 多受診者教育事業用パンフレットの買入にかかる経費の支出について（３月送付分）
58,968

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２６年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第５回目）
104,328

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（１月分）
1,800

福祉局 保険年金課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月２０日支払分）
2,620

福祉局 保険年金課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写磁気テープ賃貸借料の支出について（２月更新分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度国保給付事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
7,184

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）年金相談事例集追録２０４号～２０５号の買入にかかる経費の支出について
166,320

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（２月分）
25,932

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（２月分）
83,091

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（２月分）
14,157

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（Ｈ２７．２月分）
87,432

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（２月分）
32,036

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（１月分）
224,453

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務（その２）にかかる所要経費の支出について（27年1月分）
37,778

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務（その２）にかかる所要経費の支出について（27年2月分）
38,144

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる支出について（２月分）
99,809

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（27年２月分）
82,688

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（27年2月分）
79,388

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務委託料の支出について（２月分）
394,279

福祉局 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２６年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（Ｈ２７．２月分）
463,934

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
3,924

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２７年１月分）
8,957

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２７年３月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務（その２）にかかる所要経費の支出について（２月分）
405,926

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（２月処理分）
83,932

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年２月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,445,562

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年２月審査分特定健康診査等委託料の支出について
43,830,394

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年２月審査分特定健康診査等委託料（代行入力分）の支出について
130,217

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（その２）（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
12,159

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
163,861

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度　偽造防止用紙（あずき色）の所要経費の支出について
142,128

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成26年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（その２）（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
30,268

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２６年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
150,488

福祉局 保険年金課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（２月処理分）
959

福祉局 保険年金課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
90,720

福祉局 保険年金課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２６年度国民健康保険・医療助成システム鍼灸パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（２月分）
221,571

福祉局 保険年金課 平成27年03月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議への出席及び同所要経費の支出について
27,580

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度大阪市国民健康保険運営協議会第2回総会会議録作成業務の委託及び同所要経費の支出について
11,232

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
2,520

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　手書納付書ほか４点印刷及び同所要経費の支出について
1,012,900

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２６年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について
（２月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（２月分）
271,198

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（３月請求分第2回）
997,460

福祉局 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（３月請求分）
7,201,775
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福祉局 保険年金課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議への出席及び同所要経費の支出について
27,580

福祉局 保険年金課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　窓口更新通知書外２点印刷及び同所要経費の支出について（３回目）
130,572

福祉局 保険年金課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（３月請求分）
99,475

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録539号 他4件の買入にかかる経費の支出について
249,215

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（２月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（２月分）
133,700

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
1,294,435

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
3,796

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：３月審査概算払分）
37,493,692

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（２月分）
360

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
383,114

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（３月分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
21,710

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
8,490,748

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
15,083

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成26年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（後期分）の支出について
10,157

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録539号 他4件の買入にかかる経費の支出について
248,275

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（２月分）
88,270

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２７年２月分）
185,447

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険第三者行為損害賠償求償事業委託料の支出について
7,448,053

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年2月分コピー代金の支出について
23,414

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
7,776

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
2,124,660

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健康診査受診券送付及び特定健康診査（集団実施分）結果通知表送付にかかる郵送料（２月分）の支出について
487,967

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市国保特定健康診査受診券作成及び印字・事後処理業務（概算契約）と所要経費の支出について（２月分）
154,055

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２６年度特定健康診査受診勧奨コールセンター業務の実施と所要経費の支出について
16,092,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（Ｈ２７．２月分）
4,984,241

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２６年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（３月請求分第３回）
5,396,905

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の受入超過に係る返還について
71,702,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度国民健康保険特定健康診査・保健指導府費負担金の受入超過に係る返還について
71,702,000

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度国民健康保険療養給付費等負担金の受入超過に係る返還について
3,139,861,269

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２６年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（２月分）
3,914

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,722,848,925

福祉局 保険年金課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年2月分コピー代金の支出について
15,610

福祉局 自立支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
235,712

福祉局 自立支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
1,023,185

福祉局 自立支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
410,750

福祉局 自立支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
1,748,166

福祉局 自立支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
60,716

福祉局 自立支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（１月分）の支出について
79,180

福祉局 自立支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等利用料（１月分）について
5,130

福祉局 自立支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張命令について（２月２３日）
1,760

福祉局 自立支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用川崎出張にかかる出張旅費の支出について（平成26年度簡易宿所密集地域等所管課長会議）
28,240

福祉局 自立支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（３月支給決定・民間賃貸住宅等月中支払分）の支出について
384,000

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
122,139

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
16,280

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
22,564

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる選定委員報酬の支出について（第１部会分）（第１回12月25日、第２回２月９日、第３回２月20日）
159,255
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福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 負担金、補助及交付金　会費 生活困窮者自立促進支援モデル事業にかかる無料職業紹介責任者講習受講料の支出について
26,800

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター２月分）
19,202

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（調査室２月分）
9,893

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
844

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
1,296

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
159,395

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
16,270

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 平成２６年度　ホームレス自立支援関係事業事業者選定会議　委員報償の支出について（施設運営・巡回相談業務部会）
133,120

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２（福祉局）施設物品使用料（平成27年2月分）の支出について
1,115,640

福祉局 自立支援課 平成27年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１（福祉局）施設物品使用料（平成27年2月分）の支出について
1,287,000

福祉局 自立支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん越年対策事業臨時宿泊所（大阪自彊館本館）管理運営業務委託料の支出について
3,206,677

福祉局 自立支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成２６年度あいりん越年対策事業臨時宿泊所管理運営業務（みなと寮）委託にかかる経費の支出について
3,324,704

福祉局 自立支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる選定委員報酬の支出について（第３部会分、第１回12月25日、第２回２月13日、第３回２月16日）
115,175

福祉局 自立支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる選定委員報酬の支出について（第２部会）（第１回12月25日、第２回２月12日、第３回２月18日）
132,700

福祉局 自立支援課 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 平成２６年度　あいりんシェルター利用者配布用乾パン購入経費の支出について（第４回分納分）
1,666,635

福祉局 自立支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 社会・援護局主管課長会議への出席にかかる費用の支出について
29,230

福祉局 自立支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（２月分）の支出について
21,428

福祉局 自立支援課 平成27年03月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成26年度自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成27年2月分）の支出について
526,597

福祉局 自立支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる選定委員報酬の支出について（第３部会分、第１回12月25日、第２回２月13日、第３回２月16日）
16,305

福祉局 自立支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（１１月分）追加の支出について
3,810

福祉局 自立支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（2月分）
31,980

福祉局 自立支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（２月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業国庫負担金及び補助金に関する要望にかかる出張旅費の支出について
58,460

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議（3/11、天王寺区追加分）にかかる選定委員報酬の支出について
49,595

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議（3/18、東住吉区追加分）にかかる選定委員報酬の支出について
50,315

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（３月支給決定・府公社住宅分）の支出について
54,000

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（３月支給決定・市営住宅分）の支出について
67,000

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
240,564

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
1,127,174

福祉局 自立支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
2,795,781

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
62,013

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度住宅支援給付（３月支給決定・民間賃貸住宅等月末支払分）の支出について
2,986,100

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（２月分）の支出について
80,857

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（受取人払分）
40,967

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（差出分）
170,242

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）２７年４月分の支出について
6,226,200

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）２７年４月分の支出について
2,730,000

福祉局 自立支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）２７年４月分の支出について
30,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市障がい者福祉関係業務委託受託事業者選定会議委員への報償金の支出について(就労等関係班第２回)
50,415

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 重度障がい者等タクシー給付券外４点の印刷経費の支出について（平成２７年度券）
3,439,800

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第６号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払いについて（1月分）
20,408

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１月分）
17,024,650

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター1月分）
42,770

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院1月分）
7,520

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第８号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（２月決議分）
2,779,700
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福祉局 障がい福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等２月決議分）
737,120

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がいがある方のための福祉のあらまし点字版」【平成26年度版】作成業務委託及び同所要経費の支出について
648,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月13日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（３月分）
22,620,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）について（平成27年1月20～2月20処理分）
324,632

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　印刷製本費 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画（素案）」ほか１点の印刷にかかる支出について
127,181

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月16日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 需用費　印刷製本費 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画（素案）」ほか１点の印刷にかかる支出について
71,539

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月16日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２７年３月分）
3,650,800

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市障がい者福祉関係業務委託受託事業者選定会議委員への報償金の支出について(相談支援関係)
66,960

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業2月分）
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第４四半期分）
5,400,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月20日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２６年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度地域自立支援協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成27年3月9日分）
240,075

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度地域自立支援協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成27年3月9日分）
8,900

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪市立淡路こども園に係る建物登記申請業務委託料の支出について
195,178

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２７年度業務委託にかかる受注希望の事前確認制受託事業者選定委員会委員への報償金の支出について
49,855

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 はーとふるガイド（平成26年度版）　印刷及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
183,708

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（２月分）
16,997,300

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度　市営交通料金福祉措置にかかる券面調製費の支出について【平成２７年度用乗車証作成費】
2,384,099

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度　市営交通料金福祉措置にかかる交付金の支出について【９月実績による精算払い分】
114,158,331

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳交付申請書外１点の作成経費の支出について
69,120

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費
障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針説明会の出席及び同所要経費の支出について（障が
い者福祉事業用） 29,240

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度ノーマライゼーションの年間購読について（障がい者福祉事業用）
9,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳ビニールカバーの買入経費の支出について
68,040

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業2月分）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（概算契約）について（平成27年2月20～3月13日作業分）
302,499

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会 障がい者計画策定・推進部会 委員用視覚障がい者ガイドヘルプ経費の支出について（平成27年3月16日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度　月刊福祉の年間購読について（障がい者福祉事業用）
12,584

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 「わがまちのやさしさ発見レポート」入賞作品集の作成費用の支出について
104,976

福祉局 障がい福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（２月分実績）の支出について
69,648,110

福祉局 障がい支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その６）
383,010

福祉局 障がい支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１月サービス提供分　1/2）
559,646

福祉局 障がい支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１７の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１９の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３）
213,060

福祉局 障がい支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分１月分）
28,837

福祉局 障がい支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その８）
368,782

福祉局 障がい支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その５）
363,480

福祉局 障がい支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２７年１月分）
160,710

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（１月分）
14,520

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査市内出張旅費の支出について（１月分）
14,972

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成27年1月分　名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その７）
305,441

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（淀川キリスト教病院１０月・１１月・１２月分）
320,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
30,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
127,724

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１２、１月分）
68,010



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（鶴見区第10号）
10,200

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（淀川キリスト教病院１０月・１１月・１２月分）
848,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度移動支援サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
33,840

福祉局 障がい支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２３の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成26年11～12月提供分）
88,621

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その９の①）
336,765

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（１月請求分その１９の戻入分）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１０）
285,615

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい福祉サービス費の支出について（２月審査分）
3,677,851,851

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい児給付費の支出について（２月審査分）
373,253,795

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２７年２月請求分）
1,953,900

福祉局 障がい支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（２月審査分）
228,772,049

福祉局 障がい支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その２２の②）
10,800

福祉局 障がい支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（１月サービス提供分　2/2）
437,526

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度障がい支援区分認定調査にかかる管外出張旅費の支出について（１月調査分）
6,740

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１１）
319,485

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１３）
15,120

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（１月請求分その２２の戻入分）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１４）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（2月提供（1月審査）12月診療分）の支出について
21,844

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１２・１月サービス・２月請求分）
20,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
177,371

福祉局 障がい支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支払について（振替不能分）再支払
5,020

福祉局 障がい支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（１月請求分その２２の戻入分②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１７）
8,640

福祉局 障がい支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（２月受付分）
381,810

福祉局 障がい支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（２月受付分）
418,440

福祉局 障がい支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（２月受付分）
1,953,138

福祉局 障がい支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１５）
122,730

福祉局 障がい支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１２）
527,145

福祉局 障がい支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１６の①）
162,885

福祉局 障がい支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（５～１２月分）（３）
139,562

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その９の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（1月診療分）
1,808,362

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保1月診療分）
18,840,343

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢1月診療分）
2,207,410

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１月診療分）
1,427,646

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（国保）１月診療分（２月審査分）の支出について
20,233,988

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（後期高齢）１月診療分（２月審査分）の支出について
420,050

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（1月決定分）
74,500

福祉局 障がい支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（１月診療分）
1,402,857

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２１）
12,960

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１８）
108,885

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分））
281,093

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１月診療分）
9,086

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（社保）2月審査分の支出について
1,244

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（１月診療分）
7,714,204

福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分））
785,170,498
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福祉局 障がい支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度療養介護医療費（社保）１月診療分（２月審査分）の支出について
2,991,541

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,300

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１９）
139,125

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保1月診療・2月審査分）
59,486

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（１月分）
6,242,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（後期高齢・審手）2月審査分の支出について
735

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１月分その２、２月分その１）【大阪市外分】
190,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（２月審査分）
4,704

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（２月審査分）
2,646

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢1月診療・2月審査分）
23,618

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度療養介護医療費（国保・審手）2月審査分の支出について
13,671

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（1月決定分　その２）
19,575

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（６～１２月分）（４）
96,906

福祉局 障がい支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（２月審査分）
19,012

福祉局 障がい支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２４）
8,640

福祉局 障がい支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２２）
178,200

福祉局 障がい支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１６の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２０の①）
341,771

福祉局 障がい支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２５）
11,880

福祉局 障がい支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（１月分その１）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議（平成27年３月６日）への出席及び同所要経費の支出について
29,240

福祉局 障がい支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２６）
17,085

福祉局 障がい支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２３）
126,855

福祉局 障がい支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい福祉事業用　平成26年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
43,753

福祉局 障がい支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（２月サービス提供分　1/2）
520,179

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市障がい者グループホーム整備助成事業者選定会議（2月25日開催）にかかる委員報酬等の支出について
51,275

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明会（第20回）への出席及び同所要経費の支出について
29,230

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３１）
48,600

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３２）
8,640

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３０）
14,040

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２７）
321,465

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３３）
15,120

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（2月分）
119,661

福祉局 障がい支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第22号、第23号）
52,200

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業業務受託法人選定会議（平成27年2月25日開催）にかかる委員報酬等の支出について
50,385

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２０の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３４）
19,245

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その１）
12,960

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（２月分その２）【大阪市外分】
231,200

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）に係る経費の支出について（２月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第25号）
16,500

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会（2月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成27年2月分）
3,290,725

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会（2月）に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成27年2月分）
84,740

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定にかかる医師意見書返送用封筒の買入の支出について
29,160

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年３月分障がい支援課負担分）
3,092

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター上下水道使用料に係る経費の支出について（平成２７年３月分障がい支援課負担分）
6,362

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気使用料の支出について（障がい支援課分２月分）
26,391

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年2月分）
458,240
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福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２９）
138,150

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その２の①）
157,095

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２８）
254,576

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（３月請求分その３の①）
297,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２６年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる所要経費の支出について（２月分）
7,031,200

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園２月分）
6,826,943

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（１・２月分）
27,216

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（１月診療２月審査３月提供分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（２月分）
51,680

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（４～９月提供分）
21,102

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度障がい児施設（措置費）の支出について（２月分）
56,246,334

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（２月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（２月提供分（12～1月請求遅れ分含む））
13,264,805

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度障がい者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金の受入超過に伴う還付金の支出について
834,000

福祉局 障がい支援課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 認定事務センター移転に伴う障がい支援区分判定端末機器移設作業にかかる経費の支出について
232,200

福祉局 運営指導課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（１月分）
44,810

福祉局 運営指導課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
4,975

福祉局 運営指導課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務　移動支援事業者に対する集団指導にかかる手話通訳派遣の所要経費の支出について
14,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（１月分）の支出について
42,012

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分３回目）
3,501,505

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成27年２月６日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
48,015

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会(平成27年２月６日(金))の開催にかかる委員報酬等の支出について
2,080

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（８月～１月実施分）（６５回目）
2,007,416

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
40,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（７１回目）
348,558

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月３回目）
2,551,434

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６４回目）
1,540,760

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（７４回目）
352,898

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７３回目）
353,518

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（一般型・警報ブザー付）設置業務委託費の支出について（平成２７年１月分）
19,025

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市認知症介護指導者養成研修事業補助金の支出について（第２回）
76,680

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～２月実施分）（６６回目）
3,124,260

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７５回目）
351,658

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（淀川区社協・第１回）の支出について
150,845

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（６７回目）
488,160

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（７６回目）
1,045,674

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７７回目）
351,038

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会(第５回保健福祉部会)記録調製業務の契約及び同所要経費の支出について
24,840

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分５回目）
589,965

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～１月実施分）（６８回目）
3,066,732

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分４回目）
2,258,722

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）ハサミ外１７点買入にかかる経費の支出について
4,298

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）ハサミ外１７点買入にかかる経費の支出について
36,871

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（１月分）
6,048

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７８回目）
698,976

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７０回目）
504,100

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７９回目）
374,158

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～２月実施分）（７１回目）
2,521,988
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福祉局 高齢福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１２月分３回目）
673,454

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（１月分４回目）
744,744

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９月～２月実施分）（６９回目）
3,556,604

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東淀川区社協・第１回）の支出について
120,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　印刷製本費 大阪市高齢者実態調査報告書の印刷経費の支出について
196,560

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市高齢者実態調査報告書の印刷経費の支出について
196,560

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～２月実施分）（８０回目）
3,624,364

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分１回目）
7,601,164

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２７年１月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
35,441

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
20,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について(８～２月実施分)(８２回目)
1,421,756

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８～２月実施分）（８１回目）
3,152,354

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７２回目）
1,027,156

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（８３回目）
349,798

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０月～１月実施分）（７３回目）
993,100

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（２月分）
2,772,429

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（２月分）
223,020

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（2月稼働分）の支出について
6,642,036

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２７年２月分）
64,800

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～２月実施分）（８４回目）
1,832,970

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１回目）
1,431,864

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（８５回目）
352,898

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（８６回目）
336,778

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市地域包括支援センター運営協議会第３回評価部会にかかる経費の支出について
64,020

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成26年度大阪市地域包括支援センター運営協議会第３回評価部会にかかる経費の支出について
3,180

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（２月分）
444,528

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（2月稼働分）の支出について
4,046,220

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（２月分２回目）
15,539,701

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２７年２月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
47,931

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）庁内情報利用プリンタ用カートリッジ買入にかかる経費の支出について
4,050

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「月刊ケアマネジメント」買入にかかる経費の支出について
14,813

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
20,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 二次予防事業の対象者把握事業用基本チェックリスト把握用帳票外２点にかかる所要経費の支出について
509,760

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防健診等実施マニュアル作成経費の支出について
86,184

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防普及啓発事業用リーフレットの所要経費の支出について
296,136

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（８１回目）
482,980

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～３月実施分）（８３回目）
487,120

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（９１回目）
1,410,972

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２回目）
2,470,575

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（８２回目）
975,240

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（９２回目）
354,138

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（平成27年３月12日（木））の開催にかかる委員報酬等の支出について
272,085

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（平成27年３月12日（木））の開催にかかる委員報酬等の支出について
39,500

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 緊急通報システム事業用緊急通報システム利用申込書等印刷経費の支出について
193,622

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（２月分）
4,320

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（２月分）の支出について
21,924

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（生野区社協・第１回）の支出について
135,819

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（こころの家族・第１回）の支出について
68,528
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福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度介護保険事業費補助金にかかる受入超過返還金の支出について
1,607,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（２月分）
8,051

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０月～２月実施分）（８７回目）
386,002

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（７７回目）
549,824

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（７８回目）
479,020

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～３月実施分）（７９回目）
989,580

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（８０回目）
487,960

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（８８回目）
391,078

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（７４回目）
528,228

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～２月実施分）（７５回目）
520,860

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８９回目）
354,758

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１月～３月実施分）（７６回目）
1,095,464

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（６８回目）
357,238

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（９０回目）
342,358

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１月分）
10,789,380

福祉局 高齢福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度地域支援事業交付金受入超過金の返還について（国費分）
40,717,774

福祉局 高齢施設課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　備品修繕料 庁内事務用パソコン（ＡＤＢＷ１９０Ｃ）の破損に伴う修繕経費の支出について
60,480

福祉局 高齢施設課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（平成27年3月分）
223,504,140

福祉局 高齢施設課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮２月分）
144,990

福祉局 高齢施設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市立介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター５館指定管理予定者選定会議開催にかかる所要経費の支出について
219,265

福祉局 高齢施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
718

福祉局 いきがい課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（１月分）経費の支出について
48,939

福祉局 いきがい課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（1月分）の支出について
13,352,389

福祉局 いきがい課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　強力パンチ替刃ほか６点の買入にかかる経費の支出について
17,612

福祉局 いきがい課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　２月分（機械警備用）
796

福祉局 いきがい課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（２月分）
34,444

福祉局 いきがい課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（2月分）経費の支出について
47,700

福祉局 いきがい課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（２月分）の経費の支出について
69,992

福祉局 いきがい課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１月分）の支出について
483,101

福祉局 いきがい課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２７年度高齢者の生きがいと健康づくり推進事業業務委託にかかる受注希望の事前確認制受託事業者選定会議における謝礼等の支出について
50,835

福祉局 いきがい課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　データ用ＣＤ－Ｒほか１点の買入にかかる経費の支出について
4,622

福祉局 いきがい課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（２月分）の支出について
407,700

福祉局 いきがい課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金１月分）の支出について
407,233,604

福祉局 いきがい課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（東成区増額分）
49,310

福祉局 いきがい課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市立城東区老人福祉センター指定管理予定者選定会議に係る経費の支出について
67,000

福祉局 いきがい課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　３月分（機械警備用）
776

福祉局 いきがい課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度在宅福祉事業費補助金交付額確定による返還金の支出について
7,371,000

福祉局 いきがい課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る修繕積立金（第12期分）の支出について
4,837,440

福祉局 いきがい課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターに係る管理費等（３月分）及び受変電・幹線切替工事費の分担金の支出について
11,365,860

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第５回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
160,050

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第５回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員報酬等の支出について
6,800

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（1月分）
34,680

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
35,304

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（1月分）
4,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
6,922

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（1月分）
195,443

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（1月分）
26,156

福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000
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福祉局 介護保険課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付金の支出について（口座、歳出）
542,465

福祉局 介護保険課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（1月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保健主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
60,480

福祉局 介護保険課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（1月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(2月分)
54,373

福祉局 介護保険課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(2月分)
9,702

福祉局 介護保険課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
12,400

福祉局 介護保険課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について（1月分）
159,514

福祉局 介護保険課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について(2月分)
53,712

福祉局 介護保険課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（1月分）
106,484

福祉局 介護保険課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度10月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,712

福祉局 介護保険課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度10月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
105,344

福祉局 介護保険課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（1月分）
415,895

福祉局 介護保険課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
68,040

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１月審査分）
1,667,034

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託（その２）にかかる委託料の支出について（１月分）
354,922

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 申請書返送用封筒　ほか１点の買入及び同所要経費の支出について
1,074,060

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分【他】②)
90,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分③)
26,820

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑥)
16,200

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１月分【他】①)
84,240

福祉局 介護保険課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（１月審査分）
156,384

福祉局 介護保険課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
785

福祉局 介護保険課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
4,345

福祉局 介護保険課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑤)
121,814

福祉局 介護保険課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分①)
4,320

福祉局 介護保険課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分②)
9,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　ＭＯディスク　外２０点の買入にかかる経費の支出について
70,065

福祉局 介護保険課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
90,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
58,320

福祉局 介護保険課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑦)
16,200

福祉局 介護保険課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第4回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
49,515

福祉局 介護保険課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第3回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
49,515

福祉局 介護保険課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分【他】③)
84,240

福祉局 介護保険課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分④)
28,728

福祉局 介護保険課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑨)
64,800

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
56,160

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
58,320

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分【他】④)
48,600

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑧)
3,240

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 おおさか介護サービス相談センター事業受託事業者選定会議の開催にかかる委員報酬等の支出について
101,270

福祉局 介護保険課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、2月年金保険者還付金の支出について（基礎年金、歳出）
18,928

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
986

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（2月分）
5,459

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（１２月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
75,241,177

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
49,459,441

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
139,390,979
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福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
515,052

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成26年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（２月支給決定分）
113,960

福祉局 介護保険課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付金の支出について（口座、歳出）
253,504

福祉局 介護保険課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
90,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑩)
11,340

福祉局 介護保険課 平成27年03月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 備品購入費　庁用器具費 大阪市認定事務センター事務用軽量ラックの購入経費の支出について
769,500

福祉局 介護保険課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　備品修繕料 認定事務センター事務用庁内パソコン（ＤＥＣＷ００４Ｃ）の破損に伴う修理経費の支出について
112,935

福祉局 介護保険課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１月分）
58,947,420

福祉局 介護保険課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分⑪)
13,737

福祉局 介護保険課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,552

福祉局 介護保険課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度11月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
78,282

福祉局 介護保険課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
96,120

福祉局 介護保険課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
59,400

福祉局 介護保険課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にかかる職員の出張旅費の支出について
75,880

福祉局 介護保険課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（日本語版）作成にかかるデザイン・版下作成経費の支出について
63,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
58,320

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
406

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成27年2月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成27年2月審査分）
69,770

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第55回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
52,380

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第55回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
2,760

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
24,568

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険料口座振替済通知書等作成送付処理業務委託にかかる委託経費の支出について
303,403

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(１月分)
913,680

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年2月審査分）
15,390,123,327

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年2月審査分）
1,304,453,635

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成27年2月審査分）
367,440,929

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成27年2月審査分）
535,619,068

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成27年2月審査分）
2,838,960

福祉局 介護保険課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年１月分）の支出について
3,956

福祉局 介護保険課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
60,480

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
5,016

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
8,760

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度12月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
69,676

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成27年2月分）
5,497

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
29,112,610

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
246,700

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月）
268,293

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入係る所要経費の支出について（２月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（２月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
648

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 第５回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会記録調製業務にかかる経費の支出について
44,712

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施にかかる同所要経費の支出について（平成27年2月分）
27,435

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター移転にかかる既存ラック等解体・組立業務の実施及び同所要経費の支出について
345,600

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,082,423
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福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
276,552

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
58,880

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,898,233

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託実施にかかる同所要経費の支出について（平成27年2月分）
53,565

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
764,033

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
25,920

福祉局 介護保険課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分）
54,000

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度2月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,684

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,922

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 認定事務センターの移転に伴う認定審査会支援システムの動作確認業務に係る所要経費の支出について
448,200

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 認定事務センターの移転に伴う認定審査会支援システム用サーバ機器の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る所要経費の支出について
324,000

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 認定事務センターの移転に伴う認定審査会支援システム用端末機器の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務に係る所要経費の支出について
531,900

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度2月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
82,096

福祉局 介護保険課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成26年度1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
69,112

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 東成総合会館自動ドア保守管理業務委託料の支出について
17,140

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 東成総合会館昇降機設備保守管理業務にかかる所要経費の支出について
314,226

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 東成総合会館昇降機設備保守管理業務にかかる所要経費の支出について
42,768

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 東成総合会館自動ドア保守管理業務委託料の支出について
2,333

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
12,150

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成26年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託（その２）にかかる委託料の支出について（２月分）
66,086

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度ハンドブックのデザイン・版下作成及び同所要経費の支出について
63,720

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（２月５日開催分）
94,575

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（２月５日開催分）
3,080

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
16,094

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(3月分)
17,114

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道使用にかかる経費の支出について(3月分)
35,221

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（2月分）
7,790,653

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（2月分）
34,254

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分）
49,680

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 東成総合会館昇降機設備保守管理業務にかかる所要経費の支出について
237,006

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の外国語通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（２月分）
4,536

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(2月分⑥)
169,410

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（２月分）
9,072

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 東成総合会館自動ドア保守管理業務委託料の支出について
12,927

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(2月分⑦)
19,440

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２６年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（２月分）
78,064,755

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度介護給付費府費負担金の受入超過に伴う返還金の支出について
137,442,136

福祉局 介護保険課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度介護給付費国庫負担金の受入超過に伴う返還金の支出について
217,713,866

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
250,625

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
1,242,792

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
1,069,491

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
1,614,863

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
1,836,730

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
888,260

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（１月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（１月分）
179,149

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）１月分経費の支出について
766,357
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福祉局 弘済院管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）１月分経費の支出について
859,788

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）１月分経費の支出について
647,293

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ミニシート２点　買入
4,752

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　聴診器　修繕にかかる経費の支出について
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯点灯管ほか１点の買入及び経費の支出について
14,688

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　２月分
599,866

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　２月分
1,062,373

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光灯点灯管ほか１点の買入及び経費の支出について
25,920

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
144,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２７年２月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２７年２月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入経費の支出について（２月分）
3,375

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 大阪市立弘済院給食業務委託事業者選定会議の開催にかかる報償金の支出について
43,925

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　平成27年2月分
14,040

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（２月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　平成２７年２月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　ノロウイルス検査業務（単価契約）委託料の支出について　平成２７年２月分
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
10,756

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
18,589

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
5,970

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　２月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　日本看護協会機関紙　外２３点購入にかかる経費の支出について
286,539

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　近畿病院情報改訂版（２０１５年版）　買入　経費の支出について
4,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
15,691

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
3,564

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　病院事務室空調機部品　買入　にかかる経費の支出について
49,248

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
10,742

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
29,829

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院運営用　日本看護協会機関紙　外２３点購入にかかる経費の支出について
13,020

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成27年2月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（２月分）
1,800,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成27年2月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ブレンダーミキサー容器及び蓋　買入にかかる経費の支出について
67,551

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成27年2月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金２月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（２月分）
1,430,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
366,120

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
242,028

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
2,859,084

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　診療点数早見表２０１４年４月版　買入
4,276

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　手首式血圧計　修繕にかかる経費の支出について
3,780

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　手首式血圧計　修繕にかかる経費の支出について
3,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
3,290,063

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
26,460

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
10,497
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福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　そう快綿棒　外１点　買入（単価契約）２月分経費の支出について
24,948

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）平成２７年２月分経費の支出について
149,137

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
258,264

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
194,249

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院消防用機器修繕業務委託料の支出について
74,109

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　市内出張交通費等の支出について　２月分
6,300

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　介護保険関係法令実務便覧追録買入経費の支出について
3,495

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
10,130

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　分包紙　外１点　買入にかかる経費の支出について
585,900

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　湿式ホットパック装置修理にかかる経費の支出について
85,492

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　病院事務所金庫修繕にかかる経費の支出について
54,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（２月分）
136,965

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
26,827

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
734

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
257,385

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（２月分）
47,682

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 負担金、補助及交付金　会費 附属病院運営用　平成２６年度医師会費（追加）の支出について
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　ペーハー試験紙ほか１１点の買入及び経費の支出について
216

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
18,757

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
5,928

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（高吸収タイプ）買入（単価契約）の支出について　２月分
28,515

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について　２月分
61,020

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について　２月分
48,070

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
4,122

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について　２月分
66,346

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ペーハー試験紙ほか１１点の買入及び経費の支出について
56,970

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　アーカディア漆器飯椀（身）外１９点買入経費の支出について
633,513

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 第2特養運営用　加圧給水ポンプユニット修繕の実施及び同所要経費の支出について
86,400

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
3,564

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院第2特別養護老人ホーム　冷温水機冷却塔整備業務委託経費の支出について
1,360,800

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　２月分
93,597

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について　２月分
149,850

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　２月分
819

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　２月分
40,370

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　アーカディア漆器飯椀（身）外１９点買入経費の支出について
487,527

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ペーハー試験紙ほか１１点の買入及び経費の支出について
23,554

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　２月分の支出について
5,782

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
130,533

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
148,262

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
212,284

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,771

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
65,523

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）２月分経費の支出について
78,168

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（モーラステープ７×１０ｃｍ７枚）（単価契約）２月分経費の支出について
93,528

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠４ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
115,862

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）２月分経費の支出について
193,492

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アミティーザカプセル２４μｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
108,712
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福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
167,232

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（オパルモン錠５μｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
121,888

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
245,430

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　２月分
14,279

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具(大阪市立弘済院)借入（単価契約）の経費の支出について　２月分
94,789

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について　２月分
59,087

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）（第５回中間払い）
142,560

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　業務用冷蔵庫点検にかかる手数料経費の支出について
11,880

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
1,267,056

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
479,476

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,041,584

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
568,398

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
762,253

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,155,443

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,254,520

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
950,659

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,526,035

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
23,598

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　２月分
26,058

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
5,184

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　カームスライダー装置修繕経費の支出について
54,652

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について
32,954

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジほか２０点買入及び経費の支出について
86,001

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（２月分）
10,264

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　２月分
23,342

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
224,980

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 第50回市民公開講座　外部講師講演にかかる講師謝礼金について
51,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 第51回市民公開講座　外部講師講演にかかる講師謝礼金について
12,320

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（２月分）
3,637

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ベリチーム配合顆粒）購入経費の支出について
2,592

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ラミクタール錠２５ｍｇ）購入経費の支出について
26,779

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　壁掛吸引器及び廃液バック購入経費の支出について
99,036

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　照射赤血球濃厚液ＬＲ「日赤」２購入にかかる経費の支出について
35,452

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
154,975

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　中央厨房冷蔵室点検にかかる経費の支出について
18,360

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 診療報酬電子証明書発行システムの更新にかかる手数料の支出について
4,324

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（契約項目以外分）にかかる経費の支出について
6,048

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　薬剤部全自動分割分包機改修業務委託契約にかかる委託料の支出について
378,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成26年度　臨時職員特定業務従事者健康診断業務委託（概算契約）経費の支出について
57,024

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　マフィン型ほか１点の買入及び経費の支出について
22,755

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　管外出張旅費（２月分）の支出について
5,818

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　臨床老年看護（５・６月号～１１・１２月号）購入にかかる経費の支出について
10,868

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院臨床治験用　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ（４月～１２月分）購入にかかる経費の支出について
272,474
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福祉局 診療所 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 診療所業務用注射針　外９点の購入経費の支出について
58,104

福祉局 診療所 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用カルテ用厚紙の購入経費の支出について
6,156

福祉局 診療所 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２６年度白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
15,562

福祉局 診療所 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（２月分）
59,444

福祉局 診療所 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２６年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（２月分）
6,717

福祉局 管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成26年12月分）
43,712

福祉局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成27年1月分）
30,426

福祉局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用文具一式買入にかかる経費の支出について
88,020

福祉局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
4,594

福祉局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　機械器具費 心身障がい者リハビリテーションセンター企画情報事業用車椅子スロープ買入経費の支出について
244,512

福祉局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
383

福祉局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年1月分）
153

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年1月分）
17,811

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成27年2月分）
18,960

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年1月分）
32,000

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年1月分）
2,650

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（2月分）
14,305

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２７年１月分）
17,316

福祉局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について（2月分）
7,980

福祉局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 平成26年度　心身障がい者リハビリテーションセンター等消火水槽フート弁等取替工事の実施及び同所要経費の支出について
146,936

福祉局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託経費の支出について（2月分）
408,240

福祉局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 平成26年度　心身障がい者リハビリテーションセンター等消火水槽フート弁等取替工事の実施及び同所要経費の支出について
30,093

福祉局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　建物修繕料 平成26年度　心身障がい者リハビリテーションセンター等消火水槽フート弁等取替工事の実施及び同所要経費の支出について
8,731

福祉局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成27年1月分）
39,362

福祉局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
42,546

福祉局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（２月分）
12,342

福祉局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（２月分）
12,099

福祉局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,911

福祉局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
4,594

福祉局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 企画情報事業用　平成26年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター市民啓発事業「公開講座」への手話通訳派遣料の支払いについて
17,200

福祉局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（2月分）
37,800

福祉局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
383

福祉局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
153

福祉局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター市民啓発事業「公開講座」にかかる講師報償金の支出について
88,050

福祉局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成27年2月分）
23,815

福祉局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等汚水槽・雑排水槽清掃業務委託の実施及び所要経費の支出について
200,200

福祉局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等汚水槽・雑排水槽清掃業務委託の実施及び所要経費の支出について
12,247

福祉局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成26年度心身障がい者リハビリテーションセンター等汚水槽・雑排水槽清掃業務委託の実施及び所要経費の支出について
3,553

福祉局 相談課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 「大阪市発達障がい者支援指針」策定に係る点字印刷用帳票の購入について
32,832

福祉局 相談課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　相談関係帳票の印刷及び同経費の支出について
299,700

福祉局 相談課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 発達障がい児専門療育機関委託にかかる受託法人選定会議委員報償金の支出について（平成27年2月17日分）
50,415

福祉局 相談課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者手帳用証明写真カバーシールの作成にかかる経費の支出について
9,765

福祉局 相談課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者手帳用証明写真カバーシールの作成にかかる経費の支出について
32,290

福祉局 相談課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 障がい者手帳用証明写真カバーシールの作成にかかる経費の支出について
12,593

福祉局 相談課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　備品修繕料 手帳交付事務用　身体障害がい者手帳シールプレスの修繕について
33,480

福祉局 相談課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談判定にかかる出張命令及び経費の支出について
6,690

福祉局 相談課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 更生相談判定事業用　相談記録外１点印刷及び同所要経費の支出について
175,770

福祉局 相談課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金受入超過による返還金の支出について
115,000
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建設局 管理部管理課 平成27年03月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年03月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（１月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成27年03月11日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）桜橋駐車場
811,908

建設局 管理部管理課 平成27年03月11日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（１月分）長堀駐車場等
15,236,466

建設局 管理部管理課 平成27年03月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 安土町複合施設管理規約に基づく業務分担金の支出について（第４四半期分）
3,644,620

建設局 管理部管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について
15,573

建設局 管理部管理課 平成27年03月20日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 駐車場共通回数券印刷経費の支出について
881,280

建設局 管理部管理課 平成27年03月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（２月分）ＡＴＣ分
8,640

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）ＯＣＡＴ駐車場
43,911

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
567,453

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）中央区役所駐車場等
66,090

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）ＡＴＣ駐車場
26,180

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）船場パーキング
380,246

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）長居公園地下駐車場
95,728

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（２月分）十三駐車場等
2,326,339

建設局 管理部管理課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成26年度課税期間分の消費税および地方消費税の中間納付について
12,511,200

建設局 測量明示課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２７年１月分）
3,840

建設局 測量明示課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用トナーカートリッジ買入経費の支出について
59,076

建設局 測量明示課 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検整備経費の支出について
226,800

建設局 測量明示課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量明示業務用マットフィルムほか２点買入経費の支出について
66,204

建設局 測量明示課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション点検整備（その２）経費の支出について
217,080

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
218,885

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入（平成２７年２月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
2,280

建設局 測量明示課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
6,064

建設局 測量明示課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 測量明示業務用車両の変更に伴う保管場所使用承諾証明書発行経費の支出について
5,400

建設局 測量明示課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
132,840

建設局 路政課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（１月分）の支出について①
28,041

建設局 路政課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（１月分）
12,312

建設局 路政課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（１月分）
235,162

建設局 路政課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 備品購入費　庁用器具費 許可事務用シュレッダー買入経費の支出について
107,784

建設局 路政課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
7,012

建設局 路政課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 補償、補填及賠償金　補償金 北区老朽高架橋高架下の占用解消に係る立退補償費の支出について（４５）
800,500

建設局 路政課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　手数料 弁護士への意見書作成依頼に伴う費用の支払いについて（中津明渡訴訟）
64,800

建設局 路政課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
10,970

建設局 路政課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（１月分）
8,502

建設局 路政課 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 屋外広告物許可事務用　道路占用許可証外２点印刷経費の支出について
112,752

建設局 路政課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度南港保管所ほか1か所産業廃棄物処理業務委託に係る経費の支出について
410,400

建設局 路政課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路占用許可事務用　窓あき封筒の買入経費の支出について（その３）
95,947

建設局 路政課 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 屋外広告物許可事務用　屋外広告物許可申請書データ化・ＣＤ－Ｒ焼付にかかる経費の支出について
75,020
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建設局 路政課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（２００８年度）一式長期借入－３の支出について（２月分）
12,312

建設局 路政課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路管理システム対応端末機器等（２０１３年度）長期借入経費の支出について（２月分）
235,162

建設局 路政課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（２７年２月）
6,502

建設局 路政課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
11,356

建設局 路政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路使用料徴収用ＯＣＲ用紙（納入通知書）印刷経費の支出について（その２）
46,440

建設局 路政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（２月分）
2,747

建設局 路政課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 第３８回屋外広告物審議会会場費の支出について（２月１０日実施分）
8,200

建設局 路政課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について①
28,042

建設局 自転車対策課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（１月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　自転車保管所変更周知看板外１点買入にかかる経費の支払いについて
237,006

建設局 自転車対策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（２月分）
26,277,082

建設局 自転車対策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支払いについて（２月分）
19,828

建設局 自転車対策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（２月）
12,590

建設局 自転車対策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 玉川駅外１自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
270,000

建設局 自転車対策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 放置自転車対策業務に関する現地視察並びにヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
77,660

建設局 自転車対策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 玉川駅外１自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
3,410,000

建設局 自転車対策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪上本町駅自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
4,150,440

建設局 自転車対策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
13,792

建設局 自転車対策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 伝法駅自転車駐車場用地の土地使用料の支出について（平成２６年度分）
1,610,400

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 第５回全国コミュニティサイクル担当者会議への参加にかかる管外出張旅費の支出について
58,480

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　撤去自転車管理バーコードシール印刷（その２）にかかる経費の支払いについて
190,485

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　イラストゴム式路面表示シート買入にかかる経費の支払いについて
1,285,200

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（２月分）
24,591

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,776,760

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（２月分）
916,920

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,730,320

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（２月分）
1,185,840

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,209,680

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,222,640

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,015,360

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（２月分）
3,076,920

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（２月分）
1,746,360

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（２月分）
4,806,000

建設局 自転車対策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（２月分）
2,706,480

建設局 工務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年２月分）の支出について
4,568

建設局 工務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（１月分）
139,633

建設局 工務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年２月分）の支出について
1,523

建設局 工務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年２月分）の支出について
3,046

建設局 工務課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　ゴム式路面表示（禁止区域内）（道路）買入（その３）に係る経費の支出について
643,680

建設局 工務課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第７回中間金の支出について
1,208,520

建設局 工務課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託第７回中間金の支出について
186,840

建設局 工務課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三アンダーパス外2状態監視装置設置工事の工事精算金の支出について
2,977,560

建設局 工務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
941,760

建設局 工務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　杉正割（道路）買入に係る経費の支出について
56,700

建設局 工務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
259,200

建設局 工務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 平成２６年度矢倉緑地外１公園給水設備点検業務委託の精算金の支出について
172,800

建設局 工務課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西成区第8820号線外1道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
4,686,120
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建設局 工務課 平成27年03月18日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 塩草駐車場無線通信補助設備更新工事にかかる工事精算金の支出について
10,278,800

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 高規格道路照明灯通信線添加料（関西電力　大阪南支店）の支出について＜平成26年度分＞
58,536

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 高規格道路照明灯通信線添加料（関西電力　大阪北支店）の支出について＜平成26年度分＞
18,360

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年2月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）定検整備（定期点検）にかかる経費の支出について
26,460

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
921,240

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度2月分）
234,106

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年2月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成26年度2月分）
116,316

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 森小路駅自転車駐車場照明灯設置工事の工事精算金の支出について
2,682,720

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　建物修繕料 道路情報提供装置修繕にかかる精算金の支出について
1,836,000

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
360,720

建設局 工務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年2月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 共同溝ほか１か所ガス検知器修繕の精算金の支出について
5,130,000

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 大阪中央環状線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
8,233,920

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　道路付属設備等設計業務委託の委託料精算金について
2,991,600

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江区第627号線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
646,920

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支出について
60,161,000

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（普通自動車（なにわ８００す１３））
16,400

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成２６年度　道路付属設備等設計業務委託の委託料精算金について
1,490,400

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支出について
5,200,200

建設局 工務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支出について
66,960

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２６年度大阪駅前地下道外１ＩＴＶカメラ保守点検業務委託の精算金の支出について
1,049,760

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２６年度　大阪駅前地下道外２空調設備熱交換器等点検洗浄業務委託の精算金の支出について
3,481,920

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（２月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（２月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（２月分）の支出について
46,170

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
1,174,435

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（２月分）
507,676

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
228,644

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（２月分）
102,498

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（２月分）
86,233

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（２月分）
112,817

建設局 工務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（２月分）
98,736

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 桜之宮公園公園灯改修工事の工事精算金の支出について
2,803,680

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（2月分）の支出について
84,651

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　カラーコーンほか１点（道路）買入に係る経費の支出について
245,222

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入（その２）に係る経費の支出について
1,597,622

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 直営作業用　エフほか２点（道路）印刷に係る経費の支出について
1,657,368

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支出について
49,472,440

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 扇町供給管共同溝電気設備改修工事の工事精算金の支出について
5,298,200

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支払いについて
73,942,920

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　生コンクリート（道路）（その３）買入経費の支出について
56,700

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支出について
1,365,120

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事の工事精算金の支払いについて
786,240

建設局 工務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（2月分）の支出について
12,750

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ３００ら６０６５）定検整備（中間点検）の支出について
11,340

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 車両購入に伴うリサイクル料金の支出について（軽自動車（ミニ・道路パトロールカー）10台分）
87,600
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建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大手前高校西筋線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
3,867,480

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野元町アンダーパス外2状態監視装置設置工事の工事精算金の支出について
3,980,880

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 車両購入に伴う自動車重量税の支出について（軽自動車（ミニ・道路パトロールカー）10台分）
66,000

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成26年度東部方面公園事務所管内外４公園灯設備等点検業務委託の精算金の支出について
5,085,720

建設局 工務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 西部方面公園事務所管内電気設備補修工事の工事精算金の支出について
13,827,240

建設局 工務課 平成27年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 扇町通地下駐車場無線通信補助設備更新工事の精算金の支出について
20,453,040

建設局 工務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事精算金の支出について
105,094,160

建設局 工務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事精算金の支出について
492,480

建設局 工務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内道路照明灯等道路付属設備補修工事精算金の支出について
257,040

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 平成26年度中之島公園外９噴水設備等点検業務委託の精算金の支出について
2,257,200

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 普通自動車（なにわ８００す１３）定検整備（定期点検） 追加修繕にかかる経費の支出について
58,482

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年３月分）の支出について
4,019

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（２月分）
139,641

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 車両買入に伴うリサイクル料金の支出について（軽自動車（３方開ダンプトラック）３台分）
21,300

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 車両買入に伴うリサイクル料金の支出について（軽自動車３方開トラック）（パワーリフト付）２台分）
14,200

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（２月分）
63,065

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　自動車購入費 直営作業用　軽自動車（ミニ・道路パトロールカー）買入経費の支出について
21,060,000

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　自動車購入費 直営作業用　軽自動車（３方開トラック）（パワーリフト付き）買入経費の支出について
4,663,440

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　自動車購入費 直営作業用　軽自動車（３方開ダンプトラック）買入経費の支出について
6,544,800

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 車両買入に伴う自動車重量税の支出について（軽自動車（３方開ダンプトラック）３台分）
19,800

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 車両買入に伴う自動車重量税の支出について（軽自動車（３方開トラック）（パワーリフト付）２台分）
13,200

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年３月分）の支出について
1,340

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年３月分）の支出について
2,680

建設局 工務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面公園事務所管内電気設備補修工事の工事精算金の支出について
9,238,080

建設局 工務課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 安土町地下駐車場無線通信補助設備更新工事の工事精算金の支出について
16,560,720

建設局 工務課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 靭地下駐車場無線通信補助設備更新工事の精算金の支出について
12,169,440

建設局 工務課 平成27年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 谷町地下駐車場無線通信補助設備更新工事の工事精算金の支出について
7,688,000

建設局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成27年1月分(2月請求))
79,347

建設局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成27年1月分(2月請求))
306,022

建設局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
148,870

建設局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録第３３０号ほか７点買入経費の支出について
36,412

建設局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　建物修繕料 ＡＴＣ庁舎事務室空調設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
666,792

建設局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成27年3月分(2月請求))
129,600

建設局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要追録第５２１号ほか３点買入経費の支出について
13,578

建設局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方財務実務提要追録第５２１号ほか３点買入経費の支出について
66,033

建設局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分(3月請求))
11,988

建設局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度ファクシミリ装置一式(Ａ)外1点借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分(3月請求))
59,107

建設局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分(3月請求))
43,956

建設局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　都市計画外１点買入経費の支出について
23,760

建設局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　手数料 事務参考用　都市計画外１点買入経費の支出について
1,800

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
50,640

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年2月分(3月請求))
2,169,027

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年2月分(3月請求))
5,112

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
38,280

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
286,320

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
38,280

建設局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建設物価外４点買入経費の支出について
50,640

建設局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成27年3月分(3月請求))
1,020,512
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建設局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（２月分）の支出について
2,710

建設局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 建設局所管外郭団体の大阪市所有株式売却等民営化に関する助言業務にかかる報償金の支出について
283,500

建設局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 建設局所管外郭団体の大阪市所有株式売却に関する法律顧問料にかかる報償金の支出について
207,090

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成27年2月分(3月請求))
58,102

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等用電話回線使用料の支出について(平成27年2月分(3月請求))
328,893

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成27年2月分(3月請求))
90,753

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成27年3月分(3月請求))
6,000

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　判例交通事故損害賠償法追録第４２４号ほか４点買入経費の支出について
24,735

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
155,893

建設局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
167,810

建設局 職員課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費平成26年12月分及び平成27年1月分の支出について
3,051

建設局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　電気通信研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
29,263

建設局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　電気通信研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
368

建設局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 平成26年度国土交通大学校　河川施設（設計・保全コース）研修にかかるテキスト代（印刷物等）の支出について
18,559

建設局 職員課 平成27年03月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 職員情報システム用トナーカートリッジ買入経費の支出について
10,325

建設局 職員課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 業務用車両運転管理用　アルコール検知器の買入経費の支出について
793,260

建設局 職員課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者免状交付の申請ならびに所要経費の支出について（平成27年3月20日実施分）
2,800

建設局 経理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１月分
12,378

建設局 経理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）１月分
206,480

建設局 経理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
276,402

建設局 経理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)１月分
8,991

建設局 経理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
88,554

建設局 経理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
1,205

建設局 経理課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）1月分買入経費の支出について
111,067

建設局 経理課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）1月分買入経費の支出について
17,226

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
25,509

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
19,191

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
212,214

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
45,161

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
131,093

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（３月分）
2,200

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
5,863

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
7

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
195,597

建設局 経理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（３月分）
1,640

建設局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
826,852

建設局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１月分）
11,980

建設局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
1,929,897

建設局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
30,815

建設局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
1,977

建設局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか９１点買入経費の支出について
368,075

建設局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－２）
13,364

建設局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－２）
48,129

建設局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉ほか９１点買入経費の支出について
217,383

建設局 経理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分－２）
1,502

建設局 経理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分－１）
17,344

建設局 経理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分－１）
20,850

建設局 経理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分－１）
1,788
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建設局 経理課 平成27年03月20日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分－１）
972

建設局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
11,929

建設局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
6,897

建設局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
57,097

建設局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
9,576

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　２月分　単価契約）
432,000

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）２月分
17,775

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）2月分買入経費の支出について
113,011

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）２月分
254,410

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
159,000

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
15,000

建設局 経理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（下半期）買入(単価契約）2月分買入経費の支出について
77,263

建設局 経理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成25・26年度　都市局所管国庫補助事業　会計実地検査事前打合せにかかる管外出張旅費の支出について
58,480

建設局 経理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
660

建設局 経理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（２月分）
7,310

建設局 経理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２６年度　国直轄事業費負担金の支払いについて
224,233,149

建設局 企画課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 ＴＯＳ推進委員会事業検討部会への参加にかかる旅費の支出について
29,640

建設局 企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）２月分の支出について
1,000

建設局 企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）２月分の支出について
8,370

建設局 企画課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）２月分の支出について
480

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２７年　１月分）
398,600

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　１月分　道路管理費）
167,756

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２７年　１月分）
115,926

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成２７年１月分）
7,776

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
12,980

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２７年　１月分）
149,277

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　１月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２７年　１月分）
42,765

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西三国４丁目建設局用地内における環境対策工事（緊急）の工事費精算金の支出について
15,346,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２（道路事業費）の工事費精算金の支出について
11,263,680

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報償費　報償金 大阪府橋梁テクニカルアドバイスに伴う謝礼金の支出について【H27/1/8　阪堺大橋】
7,700

建設局 道路部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 南部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２（橋梁事業費）の工事費精算金の支出について
28,967,760

建設局 道路部調整課 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西区第９７０３号線舗装補修工事－２の工事費中間前払金の支出について
14,660,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 田川アンダーパス補修工事の工事費前払金の支出について
8,630,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２７年　１月分）
1,594,238

建設局 道路部調整課 平成27年03月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２７年　１月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
66,846

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　新時代セミナー「変革の時代の街路事業」の受講にかかる管外出張旅費の支出について
28,900

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 街路事業参考用　１６訂版 執務資料 道路交通法解説ほか１４点買入経費の支出について
53,730

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 都市計画道路見直しに伴う測量業務委託の委託料精算金の支出について
1,374,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度　新時代セミナー「変革の時代の街路事業」の受講にかかる受講料の支出について
5,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
25,493

建設局 道路部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（１２月分）
16,631

建設局 道路部調整課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 心斎橋筋線（戎橋筋商店街）舗装補修工事-2の工事費前払金の支出について
11,230,000
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建設局 道路部調整課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 心斎橋筋線（戎橋筋商店街）舗装補修工事-2の工事費前払金の支出について
5,880,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 路面下空洞調査業務委託の経費の委託料精算金の支出について
28,738,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 毛馬橋外６橋高欄補修その他工事の工事費精算金の支出について（科目追加分）
4,278,750

建設局 道路部調整課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 毛馬橋外６橋高欄補修その他工事の工事費精算金の支出について
73,791,050

建設局 道路部調整課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 西成区第８８２０号線外２歩道設置その他工事の工事費精算金の支出について
30,524,600

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 街路事業用　外付けハードディスクドライブ買入経費の支出について
24,144

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江区第６２７号線道路改良工事の工事費精算金の支出について
10,456,120

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪枚岡奈良線歩道改良工事の工事費精算金の支出について
2,334,960

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２の工事費精算金の支出について（道路事業費）
7,781,240

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２の工事費精算金の支出について（橋梁事業費）
21,684,120

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 環状東線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
21,789,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月13日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事－２の工事費精算金の支出について（有料道路事業）（科目追加）
4,399,920

建設局 道路部調整課 平成27年03月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２７年２月分）
355,831

建設局 道路部調整課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 河川構造物管理研究セミナーの参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

建設局 道路部調整課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線外１舗装新設その他工事－１３の工事費前払金の支出について
41,430,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 浪速区第8956号線舗装補修工事-3の工事費精算金の支出について
13,197,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 北野今市線舗装新設その他工事－８（科目追加）の工事費精算金の支出について
17,511,775

建設局 道路部調整課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 北野今市線舗装新設その他工事－８の工事費精算金の支出について
58,611,500

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年２月分）
48,922

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成26年度　連続立体交差事業に関する勉強会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,900

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事－２の工事費精算金の支出について
36,029,652

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住吉区第705号線道路改良工事－2の工事費前払金の支出について
8,610,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 国道４７９号清水共同溝設置工事－４の工事費中間金の支出について
680,000,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大和田千船線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
9,250,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 生野区第2569号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
10,370,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 港区第287号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
9,140,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　会費 関西道路研究会　平成２６年度会費の支出について
25,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 都市計画道路見直しに伴う土質調査業務委託の委託料精算金の支出について
4,168,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２６年度補償契約－４の精算金の支出について
225,761

建設局 道路部調整課 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成　２７年　２月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 新森小路橋架替工事の工事費前払金の支出について
7,980,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住吉区第2274号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
14,780,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
9,792

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２７年３月分）
6,846

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２７年　２月分）
1,782

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第2回「民間まちづくり事業と一体的に実施する連続立体交差事業に関する勉強会」への出席に係る管外出張旅費の支出について
29,240

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 Think Our Street推進委員会　事業検討部会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
29,660

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
108

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　舗装路面性状調査業務委託の委託料精算金の支出について
7,084,800

建設局 道路部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 南堀江大通線道路改良工事の工事費精算金の支出について
15,171,720

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
270,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 平野工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
64,090,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
45,700,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
71,970,000
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建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
50,350,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東成区第801号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
16,300,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
52,780,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 平成２６年度　橋梁事業に関する交通状況調査業務委託の委託料精算金の支出について
9,080,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費中間前払金の支出について
16,490,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 長柄橋外１橋耐震対策その他工事の工事費前払金の支出について
22,670,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東成区第801号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
1,710,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）２月分の支出について
152,318

建設局 道路部調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 国道４７９号（長居公園通）外１鷹合電線共同溝設置その他工事の工事費精算金の支出について
50,404,160

建設局 道路部調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 国道４７９号（長居公園通）外１鷹合電線共同溝設置その他工事の工事費精算金の支出について
3,140,480

建設局 道路部調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路事業費）の工事費精算金の支出について
7,479,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 北部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁事業費）の工事費精算金の支出について
69,194,520

建設局 道路部調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）２月分の支出について
37,151

建設局 道路部調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年２月分）
1,127,567

建設局 道路部調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年２月分）
105,749,590

建設局 道路部調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年２月分）
118,165

建設局 道路部調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年２月分）
8,014

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２７年３月分）
218,539

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年３月分）
45,297

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２７年　２月分）
1,483,979

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
6,490

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成２７年２月分）
7,776

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２７年　２月分）
106,744

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２７年　２月分）
399,118

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２７年　２月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
37,104

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　２月分　　道路管理費）
167,756

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　２月分　橋梁管理費）
34,092

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２７年　２月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
72,689

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　月刊 建設物価ほか１点 買入経費の支出について
6,399

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成26年度議事録作成業務委託の委託料精算金の支出について
5,400

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線舗装新設その他工事－９の工事費精算金の支出について
82,142,150

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線舗装新設その他工事－９（科目追加【都市計画事業費】）の工事費精算金の支出について
7,006,770

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 桜島東野田線（四貫島）舗装新設その他工事－２の工事費精算金の支出について
25,728,016

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 桜島東野田線（四貫島）舗装新設その他工事－２（科目追加）の工事費精算金の支出について
21,755,520

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国駅前線舗装新設その他工事の工事費精算金の支出について
174,000,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国駅前線舗装新設その他工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
9,379,380

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
16,760

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用　月刊 建設物価ほか１点 買入経費の支出について
12,798

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２７年　２月分）
44,084

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　平板舗装滑り調査業務委託‐２の委託料精算金の支出について
8,985,600

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる照明灯添加料の支出について
111,780

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 海老江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事（道路事業費）の工事費前払金の支出について
240,000
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建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
240,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
75,360,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 歌島豊里線舗装新設その他工事－９（科目追加【道路事業費】）の工事費精算金の支出について
1,664,280

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
44,620,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪和泉泉南線（天満橋筋）舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
46,708,840

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪臨海線（新なにわ筋）舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
64,685,520

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事（道路事業費）の工事費前払金の支出について
66,550,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第44号線外1舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
8,590,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
7,534

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 南海トラフ巨大地震来襲に備えた耐震対策（液状化検討等）に関する技術相談外２に係る管外出張旅費の支出について
63,960

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 橋梁事業参考用　橋梁架設工事の積算 平成２６年度版ほか１点 買入経費の支出について
16,524

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 鶴見跨線橋、大原橋、帝塚山橋の詳細点検業務に関する協定に係る委託料精算払いについて
3,515,600

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 鶴見跨線橋、大原橋、帝塚山橋の詳細点検業務に関する協定に係る委託料精算払いについて
16,000,000

建設局 道路部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事（河川事業費）の工事費前払金の支出について
710,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 東横堀川５号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（１月分）
5,327

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（１月分）
73,110

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（１月分）
149,562

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（１月分）
32,548

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 道頓堀川グリーンベルト改修工事の工事費前払金の支出について
2,220,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川遊歩道舗装補修工事－３の工事費精算金の支出について
2,582,280

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 城北川河川名板外設置工事の工事費精算金の支出について
602,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川河川名板外設置工事の工事費精算金の支出について
3,222,280

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川浚渫工事の工事費精算金の支出について
7,467,440

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－４の工事費中間前払金の支出について
111,950,000

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 河川業務参考用　河川事業関係例規集（平成２６年度版）買入経費の支出について
19,440

建設局 下水道河川部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 河川維持管理用　貯留施設名板買入に伴う経費の支出について
582,552

建設局 河川課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（２月分）
6,424

建設局 河川課 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（２月分）
2,702

建設局 河川課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　分担金 リビエール関目団地の清掃等に関する覚書に基づく平成２６年度負担金の支出について
178,102

建設局 河川課 平成27年03月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
5,148

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
73,110

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（２月分）
1,706

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（２月分）
25,471

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（２月分）
32,548

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（２月分）
793,800

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（２月分）
24,192

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（２月分）
149,568

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 東横堀川５号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
7,830

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 平成２６年度河川水の水質分析に係る費用の支出について（下水道事業会計への支出）
171,840

建設局 河川課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 城北川遊歩道舗装補修工事－３の工事費精算金の支出について
2,582,280

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　２月分電話等料金の支出について
122,979

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（ミニパトロールカー（なにわ８８０あ２３８６）外１０点
209,520

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について（道路作業車（なにわ８８０あ５６２）外９点
174,620

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
6,160

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　東部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託（その２）の施行及び同経費の支出について
47,823

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　田島工営所外1か所事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の施行及び同経費の支出について
1,792

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成27年１月分）
7,584

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 ダンプトラック（なにわ８８０あ１１７１）外４点定検整備にかかる経費の支出について
75,600
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１５）②
2,900

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１５）①
2,860

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その１６）
3,862

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（ダンプトラック（なにわ８８０あ１１７１外４点）
60,800

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１１３８）外８点）
69,200

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,378

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の委託料の支出について（平成27年2月分）
161,477

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（４月～１２月）の支出について
2,148,308

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（４月～１２月）の支出について
2,629,178

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（４月～１２月）の支出について
576,164

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（４月～１２月）の支出について
4,316,816

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５０）修繕にかかる経費の支出について
7,603

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７２８）修繕にかかる経費の支出について
7,603

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７４３）修繕にかかる経費の支出について
1,204

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　田島工営所外1か所事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の施行及び同経費の支出について
4,409

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度　東部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託（その２）の施行及び同経費の支出について
13,129

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（１月分）の支出について
327,905

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（１月分）の支出について
474,165

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（１月分）の支出について
182,642

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（１月分）の支出について
58,973

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　東部方面管理事務所の電力料金等（１月分）の支出について
17,241

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　タンピングランマーほか２点買入経費の支出について
26,470

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
4,910

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　タンピングランマーほか２点買入経費の支出について
237,600

建設局 田島工営所 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２７年１月分）
4,978

建設局 田島工営所 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
17,764

建設局 田島工営所 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
1,620

建設局 田島工営所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
4,650

建設局 田島工営所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
35,631

建設局 田島工営所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
7,074

建設局 田島工営所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,900

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用ヘルメットほか１点買入経費の支出について
74,736

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船施設整備用点字パネルほか１点買入経費の支出について
45,090

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用ヘルメットほか１点買入経費の支出について
1,728

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用ヘルメットほか１点買入経費の支出について
18,252

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽自動車（なにわ880あ1141）ほか６点定検整備にかかる経費の支出について
75,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用自動車定期点検整備（中間点検）（西部その４）にかかる経費の支出について
37,260

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（軽自動車（なにわ880あ1141）ほか６点定検整備）
46,200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船船舶整備用塩化ゴム系シンナーほか９点買入経費の支出について
505,494

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 河川施設整備用イペ材買入経費の支出について
752,760

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用バッテリー買入経費の支出について
24,840

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用軽四輪貨物自動車（なにわ880あ1164）ほか９点定検整備にかかる経費の支出について
108,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（軽四輪貨物自動車（なにわ880あ1164）ほか９点定検整備）
66,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
1,440

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期（単価契約）（2月分）の支出について
41,249

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 平成２６年度西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の委託料の支出について（第1回中間払）
66,226
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建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用乾電池外４点買入（その２）にかかる経費の支出について
37,919

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の委託料の支出について（第1回中間払）
36,134

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船・河川施設整備用アルミ平角パイプほか８点買入経費の支出について
290,844

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用乾電池外４点買入（その２）にかかる経費の支出について
6,415

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 渡船衛生管理用全自動洗濯機買入経費の支出について
25,920

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　手数料 渡船衛生管理用全自動洗濯機買入経費の支出について
4,320

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用乾電池外４点買入（その２）にかかる経費の支出について
8,262

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 渡船・河川施設整備用アルミ平角パイプほか８点買入経費の支出について
62,380

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 委託料　委託料 平成２６年度西部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託の委託料の支出について（第1回中間払）
8,244

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,480

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
59,329

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,958

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用市岡工営所事務室空調設備修繕にかかる経費の支出について
875,880

建設局 市岡工営所 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１月分）
6,450

建設局 市岡工営所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,996

建設局 市岡工営所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

建設局 市岡工営所 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（2月分）
6,900

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 渡船「しおかぜ」、「ちづる」にかかる法定点検（定期検査）受検手数料の支出について
93,600

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　手数料 渡船「よど」にかかる法定点検（定期検査）受検手数料の支出について
24,300

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
24,645

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫　長期借入（その２）の精算払いにかかる支出について
112,581

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（２月分）にかかる支出について
10,040

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,329

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,900

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
5,887

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金(ＮＴＴ1月分)にかかる経費の支出について
195,626

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（１２月分）
3,720

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（１月使用分電気料金）
37,734

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　軍手買入（その２）にかかる経費の支出について
96,465

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　トイレットペーパー買入にかかる経費の支出について
50,328

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 南部方面管理事務所の上水使用料（４月～１２月）の支出について
3,456,052

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 南部方面管理事務所の電気使用料（４月～１２月）の支出について
3,152,978

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 南部方面管理事務所のガス使用料（４月～１２月）の支出について
1,939,705

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ダンボール箱（その３）買入にかかる経費の支出について
10,692

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７３５）修繕にかかる経費の支出について
18,198

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　普通貨物自動車（なにわ８００す４０２２）修繕にかかる経費の支出について
21,384

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１５６）修繕にかかる経費の支出について
49,194

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　軽自動車（なにわ８８０あ３２３）修繕にかかる経費の支出について
40,176

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ビニール袋（その２）買入にかかる経費の支出について
43,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ１７３４）修繕にかかる経費の支出について
14,882

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路パトロールカー（なにわ８００さ８７１９）外８点定期整備にかかる経費の支出について
123,660

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　腕章（その２）買入にかかる経費の支出について
22,356

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　トナーカートリッジほか１点（その２）買入にかかる経費の支出について
287,280

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　南部方面管理事務所消防設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
19,446

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　普通貨物自動車（なにわ８００す４０２１）修繕（その２）にかかる経費の支出について
49,680

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度　南部方面管理事務所管内事業所系一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
16,172
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建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内電話料金の支出について（２月使用分ＫＤＤＩ）
4,020

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所外１か所消防設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
157,015

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　台車ほか１点買入にかかる経費の支出について
42,530

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
30,099

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　角型ショベルほか１点買入に係る経費の支出について
46,872

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　雨合羽ほか１点買入にかかる経費の支出について
77,220

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２６年１２月）の支出について
5,623

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 旧南工営所光熱水費の支出について（２月使用分電気料金）
49,196

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路維持作業車（なにわ８００さ６２２６）修繕にかかる経費の支出について
14,126

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　道路パトロールカー（なにわ８００さ６１５８）外１０点定期整備にかかる経費の支出について
340,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　自動車定期点検（中間点検）（南部その５）にかかる経費の支出について
98,820

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
14,310

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　小型貨物自動車（なにわ８００さ８７１９）修繕にかかる経費の支出について
78,699

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 住之江工営所外１か所電話料金(ＮＴＴ２月分)にかかる経費の支出について
204,777

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
13,700

建設局 平野工営所 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
45,663

建設局 平野工営所 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
15,314

建設局 平野工営所 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
400

建設局 平野工営所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２６年１２月分・平成２７年１月分)の支出について
6,880

建設局 平野工営所 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成２７年２月分)の支出について
9,264

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　排水ピットSUS製グレーチング買入にかかる経費の支出について
68,688

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１２月分その２）
504

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１月分）
12,412

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　バケツ買入にかかる経費の支出について
5,238

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場設備用　フロートスイッチレベルレギュレータ―ほか1点買入にかかる経費の支出について
233,928

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所照明器具修繕にかかる経費の支出について
345,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　照明用ハンドホール蓋買入にかかる経費の支出について
37,832

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　巻尺ほか１点買入にかかる経費の支出について
52,488

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　植木剪定鋏買入にかかる経費の支出について
27,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所庁舎屋上防水シート修繕（緊急）にかかる経費の支出について
790,668

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車点検整備（中間点検）（北部その３）にかかる経費の支出について
63,072

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　小型振動ローラー定期自主検査(特定自主検査)(その２)にかかる経費の支出について
37,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
1,440

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
5,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
722

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,623

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,260

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所非常用発電機修繕にかかる経費の支出について
4,320,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　納入通知書・領収証書ほか２点印刷にかかる経費の支出について
50,565

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所火災報知器設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
48,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２６８７）修繕にかかる経費の支出について
2,160

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 需用費　消耗品費 一般事務用　納入通知書・領収証書ほか２点印刷にかかる経費の支出について
19,440

建設局 十三工営所 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（１月分）
5,172

建設局 十三工営所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
45,771

建設局 十三工営所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

建設局 十三工営所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
27,324

建設局 十三工営所 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
6,016
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建設局 公園管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工芝　買入経費の支出について
1,219,320

建設局 公園管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地北東地下水処理水圧送管ほか１箇所漏水修繕（緊急）経費の支出について
891,000

建設局 公園管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　平野公園ブランコ修繕経費の支出について
70,200

建設局 公園管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１２月分）の支出について
54,510

建設局 公園管理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　カップリング－１　ほか２２点　買入経費の支出について
678,240

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（１月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　切断砥石－１　外６４点　買入経費の支出について
1,134,000

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０す１５８０号車ほか４台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
54,000

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０す１５８８号車ほか３台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
43,200

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　ミニバックホー（日立ＥＸ１５Ｕ－１Ｂ）修繕（緊急）経費の支出について
366,552

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　自動車購入費 公園維持管理用　軽自動車（清掃ダンプ〈道路維持作業車〉）・（土砂ダンプ〈道路維持作業車〉）（その２）買入経費の支出について
12,247,200

建設局 公園管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　自動車購入費 公園維持管理用　軽自動車（ライトダンプ三方開〈白色〉）・（土砂ダンプ〈白色〉）（その２）買入経費の支出について
7,279,200

建設局 公園管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,188,000

建設局 公園管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　真田山公園男子便所洋式大便器修繕経費の支出について
101,520

建設局 公園管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南恩加島公園便所ブース修繕経費の支出について
236,304

建設局 公園管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　平成２６年度複合型ガス濃度測定器（公園管理用）修繕経費の支出について
324,712

建設局 公園管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
3,396,600

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ2764)
24,040

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(22台分)
468,480

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ880あ1815号車ほか1台／なにわ800す1443号車)
53,610

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(22台分)
394,900

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ100さ2764)
37,800

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ880あ1815号車ほか1台／なにわ800す1443号車)
46,000

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　塩化ビニール管用継手－１　ほか２１点　買入経費の支出について
318,600

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　長吉東部南公園ブランコ修繕経費の支出について
33,696

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９８３４号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
68,580

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０あ７４号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
25,704

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成２６年度天王寺動植物公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第３回）
1,886,760

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 需用費　消耗品費 受託事業用　街路樹撤去承認書　ほか２点印刷請負経費の支出について
73,968

建設局 公園管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 需用費　印刷製本費 受託事業用　街路樹撤去承認書　ほか２点印刷請負経費の支出について
12,550

建設局 公園管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480あ2769号車ほか1台)
43,220

建設局 公園管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480あ2769号車ほか1台)
13,200

建設局 公園管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 有料施設維持管理用　テニスコート用ブラシ　ほか２点　買入経費の支出について
148,068

建設局 公園管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　空堀桃谷公園複合遊具修繕経費の支出について
327,240

建設局 公園管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用平成２６年度南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,101,002

建設局 公園管理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＤＢＥＤＣ乳剤　ほか２５点　買入経費の支出について
496,800

建設局 公園管理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ堆肥　ほか９点　買入経費の支出について
2,030,400

建設局 公園管理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　加賀屋公園ほか８公園ブランコ修繕経費の支出について
419,472

建設局 公園管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺動物公園内花壇展示用　パンジー－１　外４５点（天王寺動物公園）買入経費の支出について
1,453,680

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　エアコン　ほか２点　買入経費の支出について
125,496

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　門標台　買入（その２）経費の支出について
583,200

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　門標　買入経費の支出について
317,520

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アキランサス－１ ほか２９点（南部方面）買入経費の支出について
550,800

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　エアコン　ほか２点　買入経費の支出について
57,240

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　サツキツツジ　外８点　買入経費の支出について
683,640

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 ホームレス対策用　荷台シート　買入経費の支出について
78,570

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　浦江公園庭球場人工芝修繕経費の支出について
291,600

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽自動車ダンプ（なにわ４８０あ７４）修繕経費の支出について
78,872
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建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　エアコン　ほか２点　買入経費の支出について
99,900

建設局 公園管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　エアコン（港・大正公園事務所）買入経費の支出について
96,876

建設局 公園管理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水中ポンプ　ほか１点　買入経費の支出について
9,438

建設局 公園管理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　カバ舎ろ材交換及びその他修繕経費の支出について
22,248,000

建設局 公園管理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　水中ポンプ　ほか１点　買入経費の支出について
84,954

建設局 公園管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地モナコ庭園前漏水修繕（緊急）経費の支出について
486,000

建設局 公園管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴満寺公園ほか４公園便所修繕経費の支出について
194,400

建設局 公園管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　インバータ発電機　買入経費の支出について
124,632

建設局 公園管理課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　買入（その６）経費の支出について
75,291

建設局 公園管理課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　波除公園給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
426,600

建設局 公園管理課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０す１５８５号車ほか４台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
54,000

建設局 公園管理課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ラワン合板　ほか１点　買入経費の支出について
45,900

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託料の支出について（２月分）
489,220

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託料の支出について（２月分）
875,520

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託料の支出について（２月分）
421,200

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度大阪城西の丸庭園等運営業務委託料の支出について（２月分）
522,000

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（２月分）
588,600

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　化成肥料　ほか５点　買入経費の支出について
88,128

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園設計事務用　インクタンク－１　ほか３点　買入経費の支出について
107,136

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南恩加島公園便所給水装置修繕（緊急）経費の支出について
304,560

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　セメント　ほか５点　買入経費の支出について
745,092

建設局 公園管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　砕石－１　ほか２点　買入経費の支出について
88,948

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
24,552

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
518,878

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用平成２６年度浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託料の支出について（２月分）
342,017

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ベンチ　買入経費の支出について
1,092,960

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コンクリートベンチ－１　ほか２点　買入経費の支出について
1,175,774

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　大阪市砂場フェンス用部品－１　ほか３７点　買入経費の支出について
1,544,400

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インパクトドライバ－１　ほか１８点　買入経費の支出について
393,347

建設局 公園管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　インパクトドライバ－１　ほか１８点　買入経費の支出について
92,653

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ディスクグラインダ－１　ほか７点買入経費の支出について
101,615

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか1点借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか5点借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用ホームレス対策用軽自動車借入（西南方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
29,916

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
24,300

建設局 公園管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　ディスクグラインダ－１　ほか７点買入経費の支出について
536,297

建設局 公園管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２７年２月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 備品購入費　機械器具費 公園・動物園維持管理用　インキュベーター　買入経費の支出について
75,060

建設局 公園管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　薬用液体手洗石けん　ほか１点　買入経費の支出について
105,840

建設局 公園管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　パンジー－１　ほか６点（天王寺動物公園事務所）　買入経費の支出について
222,480

建設局 公園管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　メッシュフェンス　買入経費の支出について
236,520

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　タンピングランマー　ほか２点　買入経費の支出について
20,882

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,048

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ソメイヨシノ　買入経費の支出について
21,600

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園・動物園維持管理用　砕石　買入経費の支出について
50,544
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建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１　ほか３点　買入経費の支出について
734,400

建設局 公園管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　タンピングランマー　ほか２点　買入経費の支出について
230,758

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（２月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　２月分
41,076

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電動アシスト自転車　ほか１点　買入経費の支出について
27,453

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　物置（１）　ほか４点　買入経費の支出について
2,734,560

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　焼野南公園ほか１公園複合遊具修繕経費の支出について
378,000

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　左専道公園身障者用便所扉修繕経費の支出について
83,160

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市　北き２４４８）修繕経費の支出について
46,440

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市　北き２４３６）修繕経費の支出について
30,898

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８８０あ２３７３号車・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
18,900

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　建築用コンクリートブロック－１　ほか１１点　買入経費の支出について
474,012

建設局 公園管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　電動アシスト自転車　ほか１点　買入経費の支出について
125,820

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（２月分）の支出について
78,606

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　樹木癒合剤　ほか　３点　買入経費の支出について
1,152,468

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋（大）　ほか１点買入経費の支出について
3,214,458

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　プラスチックフェンス　ほか３点　買入経費の支出について
94,932

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか１点　買入経費の支出について
31,320

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺公園・動物園維持管理用　フォト光沢紙　ほか２点　買入経費の支出について
179,091

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刈払機－１　ほか３点　買入経費の支出について
21,708

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　看板（カラー版バーベキュー禁止啓発用）　買入経費の支出について
54,000

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　タイヤ－１　ほか１点　買入経費の支出について
99,900

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺公園・動物園維持管理用　ディスクペーパー　ほか７点　買入経費の支出について
136,382

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺公園・動物園維持管理用　温度湿度計　ほか２点　買入経費の支出について
70,740

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　買入（その７）経費の支出について
83,851

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　夜行性動物舎空調機コンプレッサー修繕（緊急）経費の支出について
776,455

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　花博記念公園陳列館ホール南昇降機設備修繕（緊急）経費の支出について
1,454,760

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０す１５８３号車ほか３台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
31,968

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０す１９１６号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
31,968

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 天王寺公園・動物園維持管理用セメント着色剤－１　ほか８点　買入経費の支出について
26,719

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真砂土－１　ほか１点　買入（その３）経費の支出について
956,232

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　異形棒鋼－１　ほか２７点　買入経費の支出について
1,009,800

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか１点　買入経費の支出について
62,640

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 天王寺公園・動物園維持管理用　バルーン投光機　買入経費の支出について
891,000

建設局 公園管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　刈払機－１　ほか３点　買入経費の支出について
267,732

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　腕章－１　ほか１点（公園管理課）　買入経費の支出について
345,600

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　シバザクラ　ほか１点　買入経費の支出について
35,208

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大和田中央公園多目的トイレ扉修繕経費の支出について
147,960

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東高津公園複合遊具修繕（その２）経費の支出について
282,636

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４５４７）修繕経費の支出について
281,664

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００さ９８３５）修繕経費の支出について
52,218

建設局 公園管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園維持管理用　構内運搬車（大阪市あ２３４）修繕（緊急）経費の支出について
279,887

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800す4874(高所)／なにわ800す188(普通貨物4ｔ))
54,810

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成26年度公園管理用自動車損害共済委託(車両保険加入)に伴う自動車損害共済(総合)共済基金分担金(軽ダンプ10台分)の支出について
29,211

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ800す4874(高所)／なにわ800す188(普通貨物4ｔ))
98,400

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（２月分）の支出について
33,076

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（下半期）概算買入経費の支出について（平成２７年２月分）
106,920

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（下半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年２月分）
56,160



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　買入（その８）経費の支出について
28,944

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか１点　買入（その２）経費の支出について
30,888

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　電動自転車用バッテリー買入（その２）経費の支出について
65,880

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鴫野公園ほか２公園スイング遊具修繕経費の支出について
892,620

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鷺洲中公園ほか７公園　小便器給水管ほか修繕経費の支出について
267,840

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　ヒヒ舎　床暖房装置修繕（緊急）経費の支出について
97,200

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中島公園プレハブ小屋修繕経費の支出について
777,600

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　寺田町公園ほか２公園スイング遊具修繕経費の支出について
820,800

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　入舟公園ほか２公園児童用ブランコ修繕経費の支出について
215,784

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ４８０あ２７６９号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）経費の支出について
31,968

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ８００す１４４３）修繕（緊急）経費の支出について
112,320

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダ（ＴＣＭ－８０４）修繕経費の支出について
62,100

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　発電機修繕（緊急）経費の支出について
46,872

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　船外機修繕（緊急）経費の支出について
154,851

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（２月分）の支出について
28,537

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
16,040

建設局 公園管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか１点　買入（その２）経費の支出について
61,992

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　毛馬桜之宮公園新設工事-2の前払い金の支出命令について
22,501,640

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　下福島公園防球柵改修工事の工事費の前払い金の支出について
900,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　毛馬桜之宮公園新設工事-2の前払い金の支出命令について
2,448,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
43,342

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会幹事会　第１回幹事会出席に伴う旅費の支出について
28,500

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園(ステージ周辺）改修工事に伴う設計業務委託の委託費の精算払いについて
1,140,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南港東公園新設工事に伴う基本計画策定業務委託の委託費の支出について
1,425,600

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　真田山公園庭球場改修工事の工事費の支払いについて
19,419,480

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　万代池公園改修工事の工事費の支払いについて
6,755,400

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　谷四錦郷公園ほか１公園改修工事の工事費の精算払いについて
2,303,120

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　長池公園改修工事の工事費の支払いについて
6,505,920

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査「戦略的な維持管理・更新に向けた実態」に関する調査研究第2回検討会の出席に伴う出張及び旅費の支出について
28,500

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　たちばな公園遊具設置その他工事の工事費の前払い金の支出について
2,320,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　平成26年度特別史跡大坂城跡石垣修復検討会議の報償金の支出について
80,025

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　桜之宮公園改修工事の工事費の精算払いについて
3,766,520

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成27年3月期）
39,862,567

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成27年3月期）
39,825,903

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪ドーム南公園改修工事の工事費の支払いについて
8,834,400

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
38,846

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園ほか３公園改修工事の工事費の精算払いについて
709,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第９回）
7,930,533

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第９回）
992,504

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　都市公園利用実態調査業務委託の委託費の支出について
4,098,600

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園ほか３公園改修工事の工事費の精算払いについて
1,076,080

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　第2回緑に関する条例検討会議の報償金の支出について
64,020

建設局 公園緑化部調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支出について
39,140

建設局 協働課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（四条西児童遊園）
75,000

建設局 協働課 平成27年03月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（田島児童遊園）
21,600

建設局 協働課 平成27年03月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
25,236

建設局 協働課 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（苅田南児童遊園）
62,640

建設局 協働課 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－８）
100,000
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建設局 協働課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 旭区児童遊園整備費補助金の支出について（さくら児童遊園）
90,000

建設局 協働課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（山之内元町児童遊園）
150,000

建設局 協働課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－３）
100,000

建設局 協働課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（市岡元町児童遊園）
108,000

建設局 協働課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（市岡児童遊園）
100,000

建設局 協働課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
41,146

建設局 協働課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 城東区児童遊園整備費補助金の支出について（西鴫野４児童遊園）
149,040

建設局 協働課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区児童遊園整備費補助金の支出について（港晴ちびっこ広場）
50,760

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２７年１月分）の支出について
39,037

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２７年１月分）の支出について
43,489

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１２・１月分）/真田山公園事務所
13,490

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）/真田山公園事務所
22,821

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（１月分）/東部方面公園事務所
17,240

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年２月分）の支出について
1,132

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年２月分）の支出について
628

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／真田山公園事務所
20,690

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／真田山公園事務所
1,530

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／真田山公園事務所
33,156

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２７年２月分）の支出について
74,782

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（２月分）
2,160

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／東部方面公園事務所
29,850

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／東部方面公園事務所
19,980

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園内警備業務委託料（第5回中間金）の支出について
5,415,327

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２７年２月分）の支出について
36,893

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（２月分）/真田山公園事務所
17,930

建設局 東部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　東部方面公園事務所電話料金（平成２７年２月分）の支出について
44,545

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２７年１月分）
34,028

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）／港・大正公園事務所
8,268

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２７年１月分)
277,983

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）/西部方面公園事務所
10,756

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）/西部方面公園事務所
1,000

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）/西部方面公園事務所
5,961

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）西部方面公園事務所
14,234

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）/西部方面公園事務所
10,265

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）/西部方面公園事務所
12,960

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成２７年２月分)
281,991

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について（西部方面公園事務所　平成２７年２月分）
38,774

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内等出張交通費の支出について（２月分）／港・大正公園事務所
12,289

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／港・大正公園事務所
21,647

建設局 西部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／港・大正公園事務所
2,220

建設局 南部方面公園事務所 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）/南部方面公園事務所
11,480

建設局 南部方面公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成26年度桃ヶ池公園外１公園水草除去業務委託の支出について
6,502,680

建設局 南部方面公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）/南部方面公園事務所
16,022

建設局 南部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
32,115

建設局 南部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,620

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（１月利用分）の支出について
2,702

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,408

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
17,232
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建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）北部方面公園事務所
10,480

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（1月分）
11,008

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（１月利用分）の支出について
29,137

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用市内出張交通費の支出について（１月分）／城北公園事務所
5,920

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）/十三公園事務所
6,110

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水使用料の支出について（３月分）
40,402

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（２月分）
252,687

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について（２月分）
5,145

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
47,109

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（２月分）」
18,395

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／城北公園事務所
7,416

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／城北公園事務所
10,800

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／城北公園事務所
3,240

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,280

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／城北公園事務所
1,860

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 「小口支払基金繰入金の支出について（２月分）」
1,860

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）／城北公園事務所
3,974

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用市内出張交通費の支出について（２月分）／城北公園事務所
11,780

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　旭公園庭球場電話使用料（２月利用分）の支出について
2,725

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（中島庭球場第1コート）雨天未使用に伴なう還付について（過年度分）
800

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）北部方面公園事務所
14,938

建設局 北部方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）/十三公園事務所
9,640

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成27年１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
7,321,795

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成27年１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
860,764

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成27年１月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
12,999,747

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（２月分）
2,052

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
1,525,660

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
74,759

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
1,541,234

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（２月分）
2,836,513

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
22,241

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
13,608

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）花博記念公園事務所
4,082

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（２月分）
47,535

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（２月分）
970,097

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（３月分）
1,301,259

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（２月分）
4,804,412

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(２月分)/花博記念公園事務所
22,010

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１月分）
3,979

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１月分）その２
7,362

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１月分）その４
32,203

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１月分）その５
10,000

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（１月分）その３
9,272

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
808,704

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
6,333,048

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　鶴見緑地公園管理用電気使用料の支出について
12,118,341

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（２月分）
634,601

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（２月分）その４
32,367
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建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（２月分）
4,991

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（２月分）その３
9,810

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（２月分）その５
10,331

建設局 花博記念公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 鶴見緑地公園管理用　電話使用料の支出について（２月分）その２
8,738

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（１月分）
64,692

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物管理用　特定動物飼養・保管許可申請手数料ほか１件の支出について
36,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金
天王寺動植物公園魅力向上事業　　天王寺公園・動物園における表示板デザイン作成等業務委託にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について
（第1回） 48,015

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金
天王寺動植物公園魅力向上事業　　天王寺公園・動物園における表示板デザイン作成等業務委託にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について
（第2回） 79,620

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，０００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
324,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
142,884

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動物園及び天王寺公園入園者管理用　券売機借入（再リース）経費の支出について（２月分）
311,995

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算８００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
87,393

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，１００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
18,895

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１７，０００ｋｇ外２点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
1,079,416

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１５，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
513,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
187,920

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６５０ｋｇ外５点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
1,324,339

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算７，１００匹外３点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
179,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３００ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
39,744

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，３５０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
529,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１４０ｋｇ購入（下半期）経費の支出について（２月分）
34,776

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算５０ｋｇ外６点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
399,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，０００ｋｇ外３点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
193,782

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算６袋外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
116,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍赤虫概算１０ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
12,960

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
61,236

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算３２０ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
55,987

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
10,584

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
2,073

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算７，０００ｋｇ外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
380,032

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，５００ｋｇ外７点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
377,719

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算７，０００ｋｇ外４点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
129,279

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手の購入について
5,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託（緊急）に係る支出について（12月から1月まで）
11,594,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成２６年度天王寺動物園内臨床検査業務委託の支出について（２月分）
67,608

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 動物園事業用　上海動物園との第１９次交換動物の輸出にかかるＢウイルス抗体検査料の支出について
4,752

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺公園・天王寺動物園出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる支出について（2月分）
3,094,875

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　平成２６年度天王寺公園・動物園　券売機保守業務委託の支出について（２月分）
48,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）／天王寺動物公園事務所
33,992

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　手数料 動物管理用　天王寺動物園カエルツボカビ検査料の支出について（平成２６年度分）
15,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続に係る支出について（２月分）
2,961,874

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 天王寺動物園100周年記念事業の企画運営業務委託にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について（第1回）
48,015

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 天王寺動物園100周年記念事業の企画運営業務委託にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について（第２回）
50,015

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタホシコオロギ１・２齢概算２５，０００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
64,800
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹外１点購入（下半期）経費の支出について（２月分）
46,872

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　天王寺公園（旧売店跡水詮）にかかる水道料金の支出について（３月分）
594

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　天王寺公園（旧売店跡水詮）にかかる水道料金の支出について（３月分）
1,026

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２７年２月分）の支出について
5,130

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園にかかる電気料金の支出について（１月分）
544,544

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）／西南方面公園事務所
7,200

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）／西南方面公園事務所
15,342

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（２７年１月分）／西南方面公園事務所
300

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）／西南方面公園事務所
13,340

建設局 西南方面公園事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）／西南方面公園事務所
25,404

港湾局 財産活用担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　財活ー５２　不動産鑑定評価にかかる経費の支出について
537,840

港湾局 財産活用担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 財活-６５　土地管理用　測量用三脚ほか１４点買入購入経費の支出について
65,735

港湾局 財産活用担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用トータルステーション借入にかかる経費の支出について
25,515

港湾局 財産活用担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用トータルステーション借入にかかる経費の支出について
25,515

港湾局 財産活用担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財産活用担当事務用　納入通知書等の送付用窓付封筒にかかる経費の支出について
44,928

港湾局 財産活用担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（２月分）（財活－７９）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（２月分）（財活－７９）
594

港湾局 財産活用担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション修繕業務委託にかかる経費の支出について
38,340

港湾局 財産活用担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 測量業務用トータルステーション修繕業務委託にかかる経費の支出について
38,340

港湾局 財産活用担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成27年2月分(第11回)
4,876

港湾局 財産活用担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
3,740

港湾局 財産活用担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（２月分）（財活－７７）
10,543

港湾局 財産活用担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財産活用担当事務用　蛍光ペンほか２８点買入にかかる経費の支出について
41,918

港湾局 財産活用担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
23,568

港湾局 開発調整担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 築港地区活性化事業施設維持管理用　大阪文化館・天保山の緊急補修工事にかかる分担金の支出について（その２）
2,214,000

港湾局 開発調整担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地鑑定意見書作成業務用　不動産鑑定意見書作成業務委託費の支出について
43,200

港湾局 開発調整担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(２月分)の支出について
1,720

港湾局 計画担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度１月分）
29,060

港湾局 計画担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 計画担当業務用　文房具等消耗品購入経費の支出について（平成２６年度）
17,425

港湾局 計画担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　ロイヤルパークホテルへの出張旅費の支出について（３／１９　東京都中央区）
58,480

港湾局 計画担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（２/２７　東京都千代田区）
29,800

港湾局 計画担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　ロイヤルパークホテルへの出張旅費の支出について（３／１９　東京都中央区）
116,960

港湾局 計画担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（２/２７　東京都千代田区）
29,240

港湾局 計画担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 補償業務用　平成２６年度「公共事業損失補償実務提要」追録購入経費の支出について
230,400

港湾局 計画担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　大阪環状線西九条・弁天町間港区安治川左岸（水門上流）堤防工事（安治川左岸堤防工事）平成26年度協定の経費の支出について
4,000,000

港湾局 計画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　第１３回港湾調査電子化システム促進協議会総会及び実務担当者会議出席への出張旅費の支出について（３/２４　東京都港区）
50,370

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地出張旅費の支出について（平成２６年度２月分）
21,860

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
832,500,000

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
156,000,000

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
9,400,000

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
1,439,992,354

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
428,400,000

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
4,745,880

港湾局 計画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画担当港湾事業用　平成26年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
797,000,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その３）にかかる中間前払金の支出について
340,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その３）にかかる中間前払金の支出について
32,680,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）１月分（設計）にかかる経費の支出について
3,018

港湾局 保全監理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 舗装補修用　平成26年度　請第5301号　此花大橋舗装補修工事（その２）の経費の支出について（前払金）
8,510,000
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港湾局 保全監理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 26-5102号此花大橋耐震補強工事（その７）に伴うトルシア型高力ボルト材料検査にかかる出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
5,760

港湾局 保全監理担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　請第7251号　かもめ大橋舗装補修工事 の竣工金の支出について
39,770,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用　請第7251号　かもめ大橋舗装補修工事 の竣工金の支出について
4,504,800

港湾局 保全監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 26-5102号此花大橋耐震補強工事（その７）に伴う工場製作品完成検査に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
17,600

港湾局 保全監理担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾工事用　防毒マスクほか５点の買入経費の支出について
37,627

港湾局 保全監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補修用 請第7103号 咲洲ペデストリアンデッキ（ATC～緑道）緊急補修工事の竣工金の支出について
4,968,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当用（設計）市内出張旅費の支出について（2月分）
1,040

港湾局 保全監理担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 舗装新設用　平成26年度請第8630号　夢洲4区域内舗装新設工事[待機レーン整備](その2)設計変更にかかる完成払の支出について
32,970,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 舗装新設用　平成26年度請第8630号　夢洲4区域内舗装新設工事[待機レーン整備](その2)設計変更にかかる完成払の支出について
8,029,120

港湾局 保全監理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 岸壁補修用　平成26年度請第5201号　港区天保山岸壁（アルミニウム合金陽極取付）工事に伴う支出について（完成払）
9,924,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 岸壁補修用　平成26年度請第5201号　港区天保山岸壁（アルミニウム合金陽極取付）工事に伴う支出について（完成払）
39,000,000

港湾局 保全監理担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 保全監理担当用自動車法定点検整備業務委託（その２）の経費の支出について
38,669

港湾局 環境整備担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 環境整備担当業務用　一般財団法人みなと総合研究財団への出張旅費の支出について（２／２６　東京都港区）
28,840

港湾局 環境整備担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（２月分）の支出について
2,400

港湾局 環境整備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　平成26年度　請第6218号　もと南港中継基地樹木伐採業務委託の支出について
891

港湾局 環境整備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 平成26年度第6300号　排砂管（陸上管）ほか１点買入の支出について　北港処分地管理運営用
19,764,000

港湾局 設備担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ブッシュ買入にかかる経費の支出について
19,872

港湾局 設備担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 夢舞大橋維持管理用　47A-19 作動油分析業務委託における経費の支出について
174,420

港湾局 設備担当 平成27年03月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）1月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
1,382

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３３　機械担当業務用　作業服用洗剤買入（その２）にかかる経費の支出について
35,640

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３２　機械担当業務用　エアーフィルタセット買入にかかる経費の支出について
12,204

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３４　機械担当業務用　防炎ブルゾンほか４点買入にかかる経費の支出について
66,960

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－２９　機械担当業務用　一定流量形エアラインマスクほか２点買入にかかる経費の支出について
43,696

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－２６　機械担当業務用　作業主任者職務標識ほか２点買入にかかる経費の支出について
7,020

港湾局 設備担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 47A-24　ｴﾝｼﾞﾝ式高圧洗浄機ほか4点買入にかかる経費の支出について（直営施工用）
616,680

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水用水中ポンプ買入にかかる経費の支出について
25,920

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　シリコンホース買入れに係る経費の支出について
27,648

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車（100す3093） 修繕にかかる経費の支出について
31,536

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　非常ベルほか１点買入にかかる経費の支出について
16,524

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　サクションフィルター用エレメントほか２０点にかかる経費の支出について
326,762

港湾局 設備担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 ４７Ｃ－３３　船舶維持管理用　船舶検査手数料（かいゆう）にかかる経費の支出について
30,700

港湾局 設備担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか８点買入にかかる経費の支出について
9,504

港湾局 設備担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか８点買入にかかる経費の支出について
250,776

港湾局 設備担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　ステンレス縞鋼板　ほか１点買入れに係る経費の支出について
208,008

港湾局 設備担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　精密ドライバーセットほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-19)
5,972

港湾局 設備担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　建物修繕料 （請第３６３４号）もと南港野鳥園自動火災報知設備補修工事の経費の支出について　電気工事用
594,000

港湾局 設備担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　銅スラグほか１点買入にかかる経費の支出について
343,872

港湾局 設備担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷媒ガス買入にかかる経費の支出について
14,256

港湾局 設備担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　べニア合板ほか１点買入にかかる経費の支出について
35,640

港湾局 設備担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｕボルトほか７点買入にかかる経費の支出について
61,408

港湾局 設備担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　べニア合板ほか１点買入にかかる経費の支出について
16,848

港湾局 設備担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営施工用　高所作業車借入れ（その４）にかかる経費の支出について
10,422

港湾局 設備担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　引掛形埋込ｺﾝｾﾝﾄほか４点買入にかかる経費の支出について
44,884

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
38,232

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
4,212

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
599

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
1,199

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
161,708
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港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－２１　２突基地内給水管緊急修繕にかかる経費の支出について（庁舎管理用）
97,674

港湾局 設備担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄほか37点買入にかかる経費の支出について
104,663

港湾局 設備担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　潤滑油スプレーほか１点買入にかかる経費の支出について
53,784

港湾局 設備担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－４）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用 平成26年2月分）
4,790

港湾局 設備担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　救命浮環買入にかかる経費の支出について
182,520

港湾局 設備担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用（９回目）請第３０００号　平成26年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（２月分）
280,362

港湾局 設備担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 大阪文化館非常用発電機（原動機）整備工事にかかる経費の支出について　電気工事用
5,367,600

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　セロハンほか６点買入にかかる経費の支出について
17,334

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　セロハンほか６点買入にかかる経費の支出について
57,078

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　セロハンほか６点買入にかかる経費の支出について
8,370

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　セロハンほか６点買入にかかる経費の支出について
101,790

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車維持管理用　自動車継続検査受検諸費用の支出について
4,000

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車継続検査受検諸費用の支出について
75,790

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電委26-7　中央突堤2号上屋産業廃棄物処理業務委託（その2）の支出について　〔電気設備管理用〕
189,540

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第３４３１号　此花大橋外２ヵ所航空障害灯点検整備業務委託の施行及び経費の支出について　電気設備維持管理用
3,132,000

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 大阪文化館非常用発電機整備工事にかかる経費の支出について　電気工事用
17,226,000

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 大阪文化館電気設備更新工事にかかる経費の支出について　電気工事用　完成払
21,902,000

港湾局 設備担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車維持管理用　自動車継続検査受検諸費用の支出について
88,400

港湾局 設備担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　収納箱買入にかかる経費の支出について
11,664

港湾局 設備担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　機関操縦装置用エアーレギュレーター買入にかかる経費の支出について
157,680

港湾局 設備担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電気設備維持管理用　請第3470号　電球及び安定器等買入(単価契約)にかかる経費の支出について(第7回分)
150,228

港湾局 設備担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約2月分　鶴町電気事務所管理用)
12,671

港湾局 設備担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（下半期）請負（単価契約）2月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
3,765

港湾局 設備担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 大阪文化館自動火災報知設備更新工事にかかる経費の支出について　電気工事用　完成払
14,909,280

港湾局 設備担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　海水ポンプ組立品買入にかかる経費の支出について
44,128

港湾局 設備担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 電気請負業務用　請第3461号　此花区電気設備点検業務委託にかかる経費の支出について
893,798

港湾局 設備担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 ４７Ａ－３５　機械担当業務用　アフタークーラー買入にかかる経費の支出について
111,294

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　自在形ｱｲﾎﾞﾙﾄほか１３点買入にかかる経費の支出について
188,568

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　自在形ｱｲﾎﾞﾙﾄほか１３点買入にかかる経費の支出について
1,080

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　油水分離器ほか４点買入にかかる経費の支出について
33,545

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　自在形ｱｲﾎﾞﾙﾄほか１３点買入にかかる経費の支出について
96,444

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　車輛警戒標識買入にかかる経費の支出について
4,536

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　自在形ｱｲﾎﾞﾙﾄほか１３点買入にかかる経費の支出について
76,032

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用ガス（２月分）買入にかかる経費の支出について
95,148

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　軽油ほか２点買入にかかる経費の支出について
69,120

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　自動始動基盤買入にかかる経費の支出について
329,400

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエスほか４点買入にかかる経費の支出について
65,880

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 直営施工用　ドッククレーン年次点検委託業務にかかる経費の支出について
251,964

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ウエスほか４点買入にかかる経費の支出について
31,838

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３８　機械担当業務用　活性炭フィルタほか１点買入にかかる経費の支出について
43,200

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　４７Ａ－２１　水中ポンプ買入にかかる経費の支出について
648,000

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－３７　施設維持管理用　救命浮環ほか３点買入にかかる経費の支出について
44,388

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ジンクリッチプライマーほか９点買入にかかる経費の支出について
305,856

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　油水分離器ほか４点買入にかかる経費の支出について
21,254

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－３９　機械担当業務用　白灯油買入（その３）にかかる経費の支出について
128,520

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽貨物自動車（40る8435）故障修繕にかかる経費の支出について
54,140

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 請第３６５４号　もと南港中継基地屋外電気設備撤去工事にかかる経費の支出について　電気工事用　完成払
11,670

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　自在形ｱｲﾎﾞﾙﾄほか１３点買入にかかる経費の支出について
1,944
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港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　石頭ハンマーほか１４点買入にかかる経費の支出について
288,326

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　軽油ほか２点買入にかかる経費の支出について
143,661

港湾局 設備担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ジンクリッチプライマーほか９点買入にかかる経費の支出について
40,176

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（２月分）（Ｈ27.1.1～Ｈ27.1.31）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（２月分）（Ｈ27.1.1～Ｈ27.1.31）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（１月分）の支出について
5,404

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　１月分
37,044

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２７年１月分）　緑地維持管理用
560

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　コンクリート境界杭ほか３点買入にかかる経費の支出について
81,086

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２６年１１月～平成２７年１月分）の実施及び同経費の支出について
260,431

港湾局 施設管理担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ27.1.1～Ｈ27.1.31）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　アスファルト乳剤買入にかかる経費の支出について
23,760

港湾局 施設管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　再生細粒度アスファルト買入にかかる経費の支出について
344,088

港湾局 施設管理担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１３－２号　ドリルビットの買入にかかる経費の支出について（締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
13,770

港湾局 施設管理担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託（１２・１月分）の支出について（事務所等管理用）
140,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（振動ローラ・プロパンバーナー）にかかる経費の支出について
10,044

港湾局 施設管理担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０８－１号　舗装境界ブロックほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
29,787

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地管理用　請第６０３０号港湾局緑地管内遊具調査点検業務委託に関する経費の支出について(完成払)
227,880

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 原材料費　工事材料費 大正区種花事業用　砕石買入にかかる経費の支出について
18,360

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 原材料費　工事材料費 大正区種花事業用　セメント買入にかかる経費の支出について
24,300

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生管理用　鎮痛剤ほか5点買入にかかる経費の支出について
40,932

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）受検諸費用の支出について
3,600

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）受検諸費用の支出について
54,030

港湾局 施設管理担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 直営工事用　施設管理担当（緑地管理）自動車法定点検整備（平成２７年２月～平成２７年３月分）受検諸費用の支出について
59,900

港湾局 施設管理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）施設管理担当用
1,680

港湾局 施設管理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　点字タイル（線状）ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
88,128

港湾局 施設管理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０３、９０５－１号　配管用炭素鋼管ほか５点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
76,356

港湾局 施設管理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１３－２号　接着系アンカー①ほか２点の買入にかかる経費の支出について（締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
46,332

港湾局 施設管理担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
42,768

港湾局 施設管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第２電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成27年1月分）
386,319

港湾局 施設管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成26年度分　大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券の払戻しに関する支出事務委託経費（3月分）の支出について　トンネル維持管理用
7,000,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１３－２号　異形棒鋼（１）ほか５点の買入にかかる経費の支出について（締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
95,385

港湾局 施設管理担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　プロパンガスの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
45,360

港湾局 施設管理担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当軽貨物自動車追加修繕（その１）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
9,288

港湾局 施設管理担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（２月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 大正区種花事業用　地先境界石ほか２点買入にかかる経費の支出について
61,560

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（２月分）の支出について
1,173,921

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（２月分）の支出について
709,748

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１号　目地シーリング材ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
153,360

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 作業服用洗剤の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
59,400

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金２月分の支出について
1,016,083

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通特種タイヤ交換（その３）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
16,200

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　施設管理担当普通特種自動車緊急修繕（その５）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
31,849

港湾局 施設管理担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（１月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
73,224

港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　プロパンガス買入にかかる経費の支出について
27,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（２月分）の支出について
898,851

港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 原材料費　工事材料費 大正区種花事業用　メッシュフェンス買入にかかる経費の支出について
212,751

港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０２号　グレーチング鉄蓋の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
28,080
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港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　軽貨物自動車追加修繕の経費の支出について(なにわ480え1674)
11,286

港湾局 施設管理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－１号　硅砂ほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
42,012

港湾局 施設管理担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１２－１号　クランプカバーほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
110,700

港湾局 施設管理担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０８－１号　車止めの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
27,432

港湾局 施設管理担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請９２２８号　転落（横断）防止柵ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
2,903,040

港湾局 施設管理担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（１月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
11,122

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　２月分
37,044

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
157,928

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
5,331

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
14,621

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
2,069

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
277,564

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
2,175

港湾局 施設管理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 魚釣園関連経費の振替処理に伴う港営会計への支出について（直営工事施工用）
19,656

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
1,579,876

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
382,969

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（２月分）の支出について
1,445

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（２月分）の支出について
857

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 直営工事用　小型建設機械の借入にかかる経費の支出について
35,100

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（バックホウ・セルフ台車）にかかる経費の支出について
185,760

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 大正区種花事業用　建設機械借入（バックホウ0.08m3）にかかる経費の支出について
78,840

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１、９０７－１号　ガードフェンス（扉付）ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
87,480

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１２－１号　コンクリートコアドリル用ビットほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
116,316

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（２月分）の支出について（事務所等管理用）
290,640

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 住之江区南港中８丁目道路照明灯引込手数料の支出について（道路維持管理用）
10,368

港湾局 施設管理担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（2月分）の支出について
16,740

港湾局 施設管理担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　アンダーミラーほか13点買入にかかる支出について
37,735

港湾局 施設管理担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　普通貨物・軽貨物自動車故障修繕経費の支出について(なにわ100す3445・なにわ480え988)
108,918

港湾局 施設管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（２月分）の支出について
175,602

港湾局 施設管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　建設機械借入（高所作業車）にかかる経費の支出について
369,360

港湾局 施設管理担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 緑地管理用　ＬＥＤ防犯灯ほか６点買入にかかる経費の支出について
172,746

港湾局 施設管理担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　鉛蓄電池ほか1点買入にかかる経費の支出について
399,168

港湾局 施設管理担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成２６年度施設管理担当（緑地管理）建設機械(油圧ｼｮﾍﾞﾙ)法定点検整備業務委託の支出について　緑地維持管理用　２月分
21,600

港湾局 施設管理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１０号等　防塵マスクほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・事務所等管理用）
30,240

港湾局 施設管理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１０号等　防塵マスクほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・事務所等管理用）
164,160

港湾局 施設管理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１２－１号　等辺山形鋼ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
145,260

港湾局 施設管理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２６年度第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）（事務所等管理用）
254,930

港湾局 施設管理担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（2月分）　臨港道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　防塵マスクほか3点買入にかかる経費の支出について
317,239

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 緑地維持管理用　ドラム軽油購入費用の支出について（２月分）
23,700

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（２月分）の支出について
8,271,579

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（２月分）の支出について
890,268

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
740,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
3,580,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
130,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 請第9608号　平成26年度咲洲及び舞洲域内等警備業務委託（２月分）の経費の支出について（道路維持管理用）
60,000

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１３－２号　接着系アンカーの買入にかかる経費の支出について（締切防潮扉ｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
6,480

港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（２月分）の支出について
767,374
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港湾局 施設管理担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直９００－１号　チェーンソーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
105,840

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　夢舞大橋専用回線使用料（３月分）（Ｈ27.2.1～Ｈ27.2.28）の支出について
8,164

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　咲洲運河（ポンプ場及び緊急電話）電話料金（２月分）の支出について
5,404

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路施設専用回線使用料（３月分）（Ｈ27.2.1～Ｈ27.2.28）の支出について
76,545

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）施設管理担当用
5,250

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用、直営工事施工用、締め切り防潮扉のｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
10,665

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用、直営工事施工用、締め切り防潮扉のｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
4,740

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（２月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用、直営工事施工用、締め切り防潮扉のｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
34,365

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（Ｈ27.2.1～Ｈ27.2.28）の支出について
5,367

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・締め切り防潮扉のｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
15,768

港湾局 施設管理担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 生コンクリート・モルタル（２月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用・締め切り防潮扉のｺﾝｸﾘｰﾄ化業務用）
147,960

港湾局 振興担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費
クルーズ客船誘致受入業務用「クルーズフォーラムin石川」並びに「全国クルーズ客船誘致連絡会第39回会合」への出席に伴う石川県金沢市への出張旅費の支出につい
て 37,960

港湾局 振興担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（１月分）の支出について（職員出張用）
8,880

港湾局 振興担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　マイアミ出張に伴う経費の支出について
60,000

港湾局 振興担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－２５
58,480

港湾局 振興担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（２月分）の支出について（職員出張用）
680

港湾局 振興担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（２月分）の支出について（職員出張用）
2,720

港湾局 振興担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（２月分）の支出について（職員出張用）
8,850

港湾局 工務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　工事契約実務要覧ほか５点買入にかかる経費の支出について
1,512

港湾局 工務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成27年1月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
372,330

港湾局 工務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　工事契約実務要覧ほか５点買入にかかる経費の支出について
22,896

港湾局 工務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（2月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 工務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾施設維持管理データベース用　ノート型パソコンほか４点買入にかかる経費の支出について
471,960

港湾局 工務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 港湾業務情報ｼｽﾃﾑ機器　基本ｿﾌﾄｳｪｱ更新に伴うﾈｯﾄﾜｰｸ等設定支援業務委託経費の支出について（港湾業務情報システム用）
1,441,800

港湾局 工務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 港湾施設維持管理データベース用　ノート型パソコンほか４点買入にかかる経費の支出について
375,840

港湾局 工務担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 会計検査用　会計実地検査連絡調整用出張旅費の支出について
29,640

港湾局 工務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 平成26年度　設計積算システム用　建設物価データ買入にかかる経費の支出について
1,521,288

港湾局 工務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　月刊積算資料ほか３点買入にかかる経費の支出について
225,919

港湾局 工務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 平成26年度　設計積算システム用　積算資料データ買入　（設計変更）にかかる経費の支出について
1,688,580

港湾局 工務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　月刊建設物価ほか２点買入にかかる経費の支出について
225,600

港湾局 工務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　ＰＤＦ編集・作成ソフトほか２点買入にかかる経費の支出について
185,598

港湾局 防災保安担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２７年１月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる経費の支出について
62,903

港湾局 防災保安担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話料金（ＮＴＴドコモ）の支出について（１月分）　保安対策用
698

港湾局 防災保安担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　粘着テープほか８点の買入にかかる経費の支出について
47,444

港湾局 防災保安担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車修繕業務委託（その３）にかかる経費の支出について
17,172

港湾局 防災保安担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（平成２７年１月分）
1,404

港湾局 防災保安担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２７年２月分）
1,394

港湾局 防災保安担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車修繕業務委託（その４）
20,412

港湾局 防災保安担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２７年１月分）
33,912

港湾局 防災保安担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（２月分）の支出について
2,060

港湾局 防災保安担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（２月分）　保安対策用
52,342

港湾局 防災保安担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２７年３月分）
306,504

港湾局 防災保安担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（２月分）　保安対策用
23,004

港湾局 防災保安担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 防災施設管理用　大正区船町旧防潮堤敷かかる不動産鑑定依頼にかかる経費の支出について
43,200

港湾局 防災保安担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請１８０４号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年２月分））
64,800

港湾局 防災保安担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　両面テープほか４点の買入にかかる経費の支出について
12,013

港湾局 防災保安担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる経費の支出について（第２回中間払い）
166,738
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港湾局 防災保安担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２６年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
416,020

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　土のうほか３点の買入にかかる経費の支出について
120,290

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　懐中電灯ほか２点の買入にかかる経費の支出について
69,163

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設管理用　電気料金にかかる協定書に基づく天保山ハーバービレッジ関連施設における電気使用料の支出について（平成26年2月～平成27年1月）
295,348

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２７年３月分）
14,320

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　関西電力共架料（防潮扉集中監視装置）の支出について（平成２６年度分）
35,964

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　小型貨物自動車（なにわ４００た８６９７）定期点検追加修繕にかかる経費の支出について
23,959

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　軽特種自動車（なにわ８８０あ１２０４）定期点検追加修繕にかかる経費の支出について
56,030

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（平成２７年２月分）
93,420

港湾局 防災保安担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（２月分）
20,952,000

港湾局 海務担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（１月分）埠頭現場連絡用
190

港湾局 海務担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（１月分）の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務）　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成26年12月分）の経費の支出について
2,870

港湾局 海務担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　インクジェットプリンター用インクカートリッジほか１点買入にかかる経費の支出について
3,726

港湾局 海務担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年1月分）の支出について　維－４
8,886

港湾局 海務担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年1月分）の支出について　維－５
379

港湾局 海務担当 平成27年03月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　コンクリート表面含浸材買入にかかる経費の支出について
784,080

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　塗料用刷毛ほか３点の買入にかかる経費の支出について
18,371

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業及び巡視業務用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
8,856

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業及び巡視業務用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
17,712

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　塗料用刷毛ほか３点の買入にかかる経費の支出について
18,371

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業、渡船事業及び巡視業務用　塗料用刷毛ほか３点の買入にかかる経費の支出について
18,370

港湾局 海務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 渡船事業用　浄化槽定期検査にかかる経費の支出について
5,000

港湾局 海務担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
1,290

港湾局 海務担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成27年1月分）
145,886

港湾局 海務担当 平成27年03月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の支出について（平成27年1月分）
15,381

港湾局 海務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（1月分）
131,544

港湾局 海務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（1月分）
37,584

港湾局 海務担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　平成27年2月11日、12日ビジュアル操船シミュレーション実験立会いのための出張旅費の支出について
37,760

港湾局 海務担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　平成27年2月11日、12日ビジュアル操船シミュレーション実験立会いのための出張旅費の支出について
37,880

港湾局 海務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成27年1月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　コンクリートミキサー買入にかかる経費の支出について
172,800

港湾局 海務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　引掛型電源函ほか３点買入にかかる経費の支出について
41,580

港湾局 海務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　L型アングルほか１点買入にかかる経費の支出について
11,880

港湾局 海務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　型枠用コンパネほか１点買入にかかる経費の支出について
18,900

港湾局 海務担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入れにかかる経費の支出について
13,500

港湾局 海務担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ニッケル水素電池買入にかかる経費の支出について
9,936

港湾局 海務担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成27年2月請求分）　維－1
28,514

港湾局 海務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　インレットブッシュほか２点買入にかかる経費の支出について
4,136

港湾局 海務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　全ネジボルトほか５点買入にかかる経費の支出について
4,104

港湾局 海務担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　全ネジボルトほか５点買入にかかる経費の支出について
5,380

港湾局 海務担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ブルーシートロールほか１点買入にかかる経費の支出について
3,661

港湾局 海務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（2月分）
9,685

港湾局 海務担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　LED灯ろう・発光式浮玉・標識灯買入にかかる経費の支出について
405,432

港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当一般業務用　軽貨物自動車（なにわ４８０い５４６９）緊急修繕の支出について
13,716

港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（2月17日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
57,564

港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　建設機械ＰＣ１３０　プラグ、ドレン買入れにかかる経費の支出について
1,328

港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　白灯油買入れにかかる経費の支出について
16,200
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港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 航行安全対策用　電子情報処理組織使用料の支出について
1,092,000

港湾局 海務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　消耗品費 航行安全対策用　船舶動静情報信号施設　海上交通用シールドビームランプの買入経費の支出について
788,400

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）
2,464

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 立会業務用　海務担当（海務）軽自動車継続点検検査受検用諸費用（なにわ８８０あ６１１）の支出について
1,100

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　損害保険料 立会業務用　海務担当（海務）軽自動車継続点検検査受検用諸費用（なにわ８８０あ６１１）の支出について
16,850

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（２月分）
769,387

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 公課費　公課費 立会業務用　海務担当（海務）軽自動車継続点検検査受検用諸費用（なにわ８８０あ６１１）の支出について
6,600

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　小型船舶用信号紅炎買入にかかる経費の支出について
4,147

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　小型船舶用信号紅炎買入にかかる経費の支出について
4,147

港湾局 海務担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　平成２６年度ポリマーセメント系断面修復材（下半期）買入（概算契約）にかかる経費の支出について（完納）
306,180

港湾局 海務担当 平成27年03月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 海務担当（海務）業務用　市内出張に伴う交通費（1月分・2月分）の支出について
1,280

港湾局 海務担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式　長期借入（２月分）の経費の支出について
14,070

港湾局 海務担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（２月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営業務用　砕石買入にかかる経費の支出について
13,500

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営業務用　普通ポルトランドセメントほか２点買入にかかる経費の支出について
39,517

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（2月分）
178,524

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（2月分）
112,752

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年2月分）の支出について　維－２
3,499

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　電動船外機買入にかかる経費の支出について
91,800

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　普通ポルトランドセメントほか２点買入にかかる経費の支出について
31,050

港湾局 海務担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　砕石買入にかかる経費の支出について
13,500

港湾局 海務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
800

港湾局 海務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入れにかかる経費の支出について
13,500

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
8,856

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
7,344

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 給水事業用　ＬＰガスの買入にかかる経費の支出について
10,800

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年2月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）
18,456

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）
85,315

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当（埠頭）用　自動車Ｏ２センサー取替業務委託経費の支出について
1,216

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（２月分）の支出について
105,926

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　工業用ガス（単価契約）（２月分）買入にかかる経費の支出について
17,388

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（２月分）
2,356

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 直営業務用　超音波厚さ計の点検修理の実施経費の支出について
47,520

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　トータルステーション及びレベル整備点検業務委託の実施経費の支出について
41,040

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　産業廃棄物運搬・処分業務委託の実施経費の支出について
88,560

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ナイロンロープ、クレモナロープ買入にかかる経費の支出について
538,920

港湾局 海務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 直営業務用　産業廃棄物運搬・処分業務委託の実施経費の支出について
209,520

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（２月分）埠頭現場連絡用
164

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成27年2月分）
2,110,301

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　請第1511号　平成26年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成27年2月分）
2,158,000

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成27年2月分）
3,038,832

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
62,208

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
8,640

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
60,480

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
51,840
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港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
5,184

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
46,656

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成26年度鶴町基地警備業務委託の経費の支出について（制限付一般競争入札）（2月分）
479,328

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　ボイラー点検整備業務委託経費の支出について
68,040

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
380,160

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成27年1月分）の支出について
19,773

港湾局 海務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託設計変更の経費の支出について（平成27年2月分）
10,720,325

港湾局 総務担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成27年1月分）職員事務用
248,213

港湾局 総務担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年1月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
159,635

港湾局 総務担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年1月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
26,226

港湾局 総務担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年1月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
19,726

港湾局 総務担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　上海港との技術交流にかかる招待状の翻訳業務委託に伴う経費の支出について
4,860

港湾局 総務担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（中国・上海）
220,700

港湾局 総務担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　食糧費 国際交流用　中国・上海出張に伴う経費の支出について
60,000

港湾局 総務担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　中国・上海出張に伴う経費の支出について
14,000

港湾局 総務担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 国際交流用　中国・上海出張に伴う経費の支出について
6,000

港湾局 総務担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　手数料 国際交流用　中国・上海出張に伴う経費の支出について
8,000

港湾局 総務担当 平成27年03月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　国旗買入にかかる経費の支出について
11,912

港湾局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報システム用パソコン修繕（その３）にかかる経費の支出について
91,549

港湾局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成27年1月分）
840

港湾局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 監理団体監理用　株式会社海遊館の見直しに係る東京出張について（２／２０　東京都千代田区・東京都中央区・東京都港区）
60,000

港湾局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 （職員安全衛生用）職員特殊健康診断（鉛健康診断等）業務委託経費の支出について
230,904

港湾局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）【平成23年度契約分】
422,752

港湾局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成27年2月分）
41,868

港湾局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 平成26年度　外貿埠頭の建設又は改良に係る資金の貸付契約（新外貿法）における貸付金（外貿埠頭施設整備事業用）の支出について（大阪港埠頭株式会社）
198,000,000

港湾局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 平成26年度　特定用途港湾施設整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金（特定用途港湾施設整備事業用）の支出について（大阪港埠頭株式会社）
180,000,000

港湾局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成27年2月分）職員事務用
276,476

港湾局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 監理団体事務用　書籍（株式会社法第５版）の購入にかかる経費の支出について
6,048

港湾局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 国際交流用　上海港との技術交流にかかる記念品の買入にかかる経費の支出について
26,784

港湾局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　第16回姉妹港・友好港会議にかかる招待状の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
28,080

港湾局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　上海港との技術交流にかかるプレゼン資料の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
78,929

港湾局 総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
20,089

港湾局 総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成27年2月分）
22,797

港湾局 総務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　港湾関係例規集追録の購入にかかる経費の支出について（平成26年4月～平成27年3月分）
68,000

港湾局 総務担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成27年2月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年2月分）　庁舎維持管理用
247,760

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年2月分）　庁舎維持管理用
656,740

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用テープカートリッジ外９点買入経費の支出について
13,271

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年2月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
28,687

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年2月利用分・ＡＴＣ庁舎）　庁舎維持管理用
175,700

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年2月利用分・緑地管理事務所）庁舎維持管理用
21,058

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 監理団体監理用　株式価値算定業務にかかる経費の支出について
2,160,000

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 監理団体監理用　株式価値算定業務にかかる経費の支出について
2,160,000

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金
平成26年度　埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金（埠頭群荷さばき施設等整備事業用）の支出について（阪神国際港湾株式
会社） 360,000,000

港湾局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 平成26年度　特定用途港湾施設整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金（特定用途港湾施設整備事業用）の支出について（阪神国際港湾株式会社）
405,000,000

港湾局 経営監理担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（２月分）の支出について
6,060
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港湾局 経営監理担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 会計事務参考用　地方財務実務提要追録の買入にかかる経費の支出について
27,156

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
14,040

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
9,687

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
4,393

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
1,058

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
16,578

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
4,000

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
1,886

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
6,000

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
5,000

港湾局 経営監理担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分後半）
10,200

港湾局 経営監理担当 平成27年03月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 会計事務用　インデックスほか１５点の買入にかかる経費の支出について
23,961

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,774

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
51,737

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
140,867

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
17,335

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,686

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
22,225

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,430

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
32,567

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
488

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
1,773

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
11,076

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
15,431

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
11,655

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
33,582

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
15,503

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
19,846

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
4,581

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
116,067

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,188

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
50,391

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
8,013

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
16,756

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
138,397

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
844

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
6,322

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（１月分）の買入にかかる経費の支出について
7,749

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
9,403

港湾局 経営監理担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（１月分）の買入にかかる経費の支出について
3,617

港湾局 監理調整担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代（高圧）の支出について（１月分）
93,171

港湾局 監理調整担当 平成27年03月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について（1月分市内出張）事務連絡用
1,560

港湾局 監理調整担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用電気代の支出について（2月分）
38,803

港湾局 監理調整担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代の支出について（2月分）
3,025

港湾局 監理調整担当 平成27年03月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　港湾管理一元化に関する国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（２／２３　東京都千代田区）
57,680

港湾局 監理調整担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用２月分水道代の支出について
11,387

港湾局 監理調整担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用２月分水道代の支出について
4,682

港湾局 監理調整担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用２月分水道代の支出について
20,727
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港湾局 監理調整担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用２月分水道代の支出について
2,927

港湾局 監理調整担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾事業用　ふせん外17点の買入にかかる経費の支出ついて
14,720

港湾局 監理調整担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　2月分　港湾管理一元化関係業務用
7,496

港湾局 監理調整担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について（2月分市内出張）事務連絡用
1,780

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
48,486

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
7,418

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,305

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
2,747

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,243

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
238

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,925

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
87

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,634

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
214,978

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,701

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,612

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,600

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,089

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
5,660

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
7,169

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
17,077

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,516

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
55,185

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,192

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
3,101,146

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,430

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
555

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
8,055

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
3,458

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
432,030

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
10,325

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
2,602

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,665

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,679

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
163,739

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
23,427

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,233

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
590

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
4,758

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
15,260

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,833

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
69,402

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
63,946

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
113,790
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
14,551

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
15,317

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,561

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
7,147

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,396

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
4,429

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
721,304

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
424,712

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
111,142

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
3,220

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,286

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
7,075

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
563,679

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
564,140

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
921,025

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
894,627

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
764,723

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
637,631

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
625,199

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
474,694

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
488,079

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
224,157

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
353,146

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
375,013

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
5,272

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
194,550

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
918

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
18,698

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
65,213

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
5,965

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
425

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
36,772

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,990

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
4,669

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
900

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
840

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,059

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
7,368

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,413

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
928

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
684

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
8,112

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,592
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
260,026

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
756

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,626

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,907

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,516

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
10,071

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
572

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,159

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
23,906

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
7,138

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
80,441

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
13,694

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
7,138

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
18,755

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
4,786

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
2,028

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,660

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
283,951

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,760

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
21,414

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
14,276

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
27

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
43,482

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
20,522

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
88,711

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
319,544

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,862

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
7,516

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,293

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,648

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
22,090

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
7,916

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,263,020

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
49,211

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,263

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
126,035

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
90,002

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
3,357,508

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
136,836

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
60

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,129
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
276,278

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,707

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
31,450

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
4,167

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
112,935

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,134

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,481

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
13,268

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
6,639

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
205,134

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
30,647

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
18,840

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
16,568

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
14,341

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
10,325

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
16,077

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
7,304

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
612,860

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
86,676

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
16,686

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
887,735

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
4,099,783

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
7,019

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
35,851

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
708,968

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
20,647

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
97,120

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
10,261

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
27,693

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
358,956

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
23,183

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
10,325

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
4,648

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,553

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,644

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
4,981

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
2,615

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
254,609

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,472,812

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
31,424

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
9,434,286

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
377,609

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
671,664

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,502,628
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,230,456

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
901,723

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,870,229

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
247,081

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,285,885

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,142,607

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
929,722

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,490

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,348

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
35,356

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,691

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
47,412

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
10,249

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,577

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
35,483

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
192

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
21,173

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,885

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
40,772

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,211

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
272

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
132

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
38,244

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,487

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,327

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
49,864

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
11,392

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
14,170

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
33

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
42,113

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,694

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
11,692

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
16,531

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,016

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
13,478

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,881

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,906

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
13,338

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,701

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,831

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,398

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
47,301

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
10,376

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
10,547,708

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
11,246

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
8,507

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
7,243

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
8,609

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
22,270

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
744

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,420

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
23,020

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
97,904

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
12,955

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
6,559

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
42,326

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
276,590

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
10,440

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
161,126

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
223,115

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
175,481

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
14,892

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
193,167

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
156,310

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,694

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
42

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
7,818

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
52,034

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
70,900

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
69,142

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
11,716

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
68,009

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,688,634

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
106,168

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
26,337

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,250
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
3,036

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
4,540

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
3,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
10,824

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
12,107,679

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
1,558,067

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
972,454

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
172,783

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,284

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
181

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,737

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,491

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
4,663

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
7,662

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
69

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,224

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
26,496

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,918

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
127,233

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
75,475

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,371

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,333

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
10,422

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
9,190

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,129

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
7,542

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,204

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,140

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
75,334

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,130

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
4,935

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,123

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
368,732

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
400

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
20,634

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,869

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
7,590

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,094

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,837

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
17,551

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
2,812

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
23,124

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
47,953

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
146,679

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
436,845

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
175,871
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会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
31,776

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,914

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
36,971

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,163

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
174,134

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
286,268

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
14,225

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
11,733

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
20,650

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
38,919

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
142,324

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
9,552

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（1月分）の支出について
1,504

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（1月分）の支出について
17,190

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
6,264

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
17,875

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
28,155

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
1,095

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
35,665

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
4,342,489

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月請求分）の支出について
663

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月請求分）の支出について
3,247

会計室 会計企画担当 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月請求分）の支出について
119,324

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
766

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
30,374

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
648,879

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,839,205

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,180

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
539

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,002,516

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,439,414

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
996

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
22,541

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,386,115

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,220

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
174,393

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
446

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
955,581

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,233,781

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
767,027

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
811,585

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,381,744
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会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,004,532

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,218

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,830

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,418

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
650,874

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
995,278

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
700

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
400

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
4,880

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,719,410

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
747

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
5,022

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
5,179,334

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
770

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
6,472

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,255,728

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
955

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
626,173

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
10,613,114

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
862

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
151,493

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
586,814

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
655,905

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
18,959

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
4,082,882

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
486,774

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,643,991

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
536,410

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
25,218

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
932,412

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
860,369

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
19,897

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
14,264

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
644,197

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,220

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
577,322

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
96,190

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,918,115

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
22,015

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
119,684

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,475

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
124,929

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
9,168

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
124,399

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
295,853

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
198,568

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,805,685
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会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
970,870

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,962,062

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
6,554,312

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,156,226

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
22,307

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
6,422,605

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,573,513

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
7,406,067

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
576,687

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
36,990

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,452

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
7,377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
82,660

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
134,622

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,204

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
20,907

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
23,439,807

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
131,709

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
12,427

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,458,591

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
328,500

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
6,094,667

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
6,640

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
20,283

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
932

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
106,308

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,026

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
25,762

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,862

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
127,688

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
252,684

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
677,439

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
377

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
145,568

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
770,005

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
4,848

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,771,335

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
105,775

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,435

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
39

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
22,550

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,037

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
1,843

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
5,087
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会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,573

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
91,936

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
2,440

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
330,631

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
12,802,232

会計室 会計企画担当 平成27年03月03日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（1月分）の支出について
3,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（2月請求分）の支出について
43,704

会計室 会計企画担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入れ経費の支出について（会計事務用）
21,734

会計室 会計企画担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,245

会計室 会計企画担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月請求分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月請求分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月請求分）の支出について
43,755

会計室 会計企画担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月請求分）の支出について
21,372

会計室 会計企画担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書ＯＣＲ処理システム変更業務委託にかかる経費の支出について（税システム機種更新対応）
6,556,680

会計室 会計企画担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の支出について（会計事務用　２月分）
19,182

会計室 会計企画担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　２月分）
7,106

会計室 会計企画担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、2月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（会計事務用、2月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入経費の支出について（会計事務用、2月分）
5,340

会計室 会計企画担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（2月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（3月請求分）の支出について
11,428

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,643

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,783,225

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
59,285

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
7,661

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
141,985

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
114,468

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
126,913

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
93,904

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
179,885

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
164,786

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
136,895

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
181,325

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
161,539

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
190,217

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
262,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
185,349

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
206,107

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
136,652

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
220,520

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
252,250

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,960

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
727,948

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
30,642

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620
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会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
28,753

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
384,367

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,820,989

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
753,764

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,305,370

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
18,199

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
14,053

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
835,186

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
374,414

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
677,308

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
449,133

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
479,796

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
545,711

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
816,404

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
925,026

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
211,863

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
5,597,774

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
188,138

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
655,055

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
409,389

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
746,020

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,340

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
145,310

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
27,049

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,782

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
4,945

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
11,961

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
62,137

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
7,332

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
40,535

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
34,257

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,079,294

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,285,970

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,679,552

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
7,523,448

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,459,047

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
14,072,898

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
14,332

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
6,339,399
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会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
9,634

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
80,921

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
32,577

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,012,747

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市証紙条例の廃止に伴う未使用証紙に係る還付金の支出について
2,800

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
308,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
817,526

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
39,527

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
17,822

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
197,468

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
733,959

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
200,798

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
914,051

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
70,389

会計室 会計企画担当 平成27年03月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,311,291

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
19,356

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
5,554

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治外３点の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第４四半期分）
17,625

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規の買入れ経費の支出について（会計事務用）
19,120

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
918

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
798

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,041

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,098

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
29,553

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
9,121

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
15,183

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,233

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
128,008

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
49,213

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,606

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
544

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,070

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,047

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
35,371

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
6,903

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
170

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
11,895
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会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,536

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,923

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
200

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
351

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
9,687

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
150

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
23,808

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,596

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
5,574

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
99,640

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,883

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
2,431

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
691

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
163

会計室 会計企画担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報償費　報償金 会計事務用平成27年度公会計制度改革プロジェクト支援業務委託に関する第２回事業者提案審査会議にかかる報償金の支出について
32,010

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
188,422

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,330

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,825

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
3,198,303

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
141,974

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
129,430

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
569,879

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
921,527

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
7,621

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
598,328

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
5,779

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
946,098

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
628,218

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
335,421

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
485,878

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
412,221

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
557,098

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
743,897

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
873,893

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
192,752

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
669,681

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
444,614

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
3,669

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
892,774

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,231,890

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
129,110
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会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,985,736

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,330

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,695

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
27,693

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
202,401

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
731,426

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
843,071

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,609,924

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,945

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,033,654

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
985,735

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
7,713,074

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
29,935

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
123,365

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
359,456

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,300,258

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,254,387

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
941,712

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,338,872

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,505,506

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
199,923

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,079,786

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
10,168,693

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
8,613

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
940

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
21,514

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
6,959

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
266,345

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
247,872

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
7,417

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
214,366

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
164,626

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
189,311

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,348,046

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
10,764,567

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,500

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
129,513

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
940

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
88,091

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,135

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
21,514

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
18,863

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
161,220

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
393,893

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
309,238

会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
23,391
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会計室 会計企画担当 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,114,714

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
33,111

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,418

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,127

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
2,784

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,757

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
5,826

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
238

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,972

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,625

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
5,243

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,169

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,635

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,104

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
16,339

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
5,747

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
770

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
30,512

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
32,181

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,122

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
55,305

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
660,961

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
438,509

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,326

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
14,646

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
15,365

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
3,458

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
9,196

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
565

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
22,399

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,178

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,758

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
578

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
16,052

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,817

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,718

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
57,508

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
78,585

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
14,489

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
14,353
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,427

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
8,512

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,625

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,284

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
4,454

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,832,330

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,035,064

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,944,589

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
19,300

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,077,247

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,696,843

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
448

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
172,581

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
402

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
876,132

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,169,863

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,896

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,514

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
658,206

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,404,454

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,069,058

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,000

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
634

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,836

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
889

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,033,404

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,561,131

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,082

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,224

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
212,129

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,139

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
710

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,661

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,907

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
192,976

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
80,449

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
900

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
4,211

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,108

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
280,587

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
21,417

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,139

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
336,175
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,101

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,155

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
246,445

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,368

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
260,090

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,592

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,350

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
18,607

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,920

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
18,770

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
23,886

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
36,758

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,786

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
8,580

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
18,698

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,865

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
972

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
8,516

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
63,886

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,896

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
5,965

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
892

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
306,881

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
581

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
222,522

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
344,287

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
442,166

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
2,989

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
270,749

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
19,289

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,747

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
242,747

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
222,258

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,498

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
14,278

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
360,260

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
225,843

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
337,864

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,141

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,112

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
206,787
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
365,683

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
231,032

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
202,991

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
207,801

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
20,524

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
44,737

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
152

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
91,101

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
362,934

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
266

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,917

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
7,919

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
9,754

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
8,404

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
4,764

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
22,742

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,751,353

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
48,978

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
11,022

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
634

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,242

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
94,940

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,774,412

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
135,090

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
2,849

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
657

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
280,556

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,073

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
31,452

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
112,946

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,633

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
17,029

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
238

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,134

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,682

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
9,574

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
6,639

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,262

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
12,970

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,217
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
430

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
15,003

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
17,017

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
14,299

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
18,898

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
158

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,326

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
200

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
78

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,290,251

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
86,989

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
796

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
18,417

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
11,211,557

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
676,900

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
46,294

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
710,496

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
6,305

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
22,057

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
27,519

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,262

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
102,856

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
867

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,326

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
20,635

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
357,968

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,648

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
121,903

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,638

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,615

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
254,618

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,693

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,915,936

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
13,705

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,628,487

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
22,006

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
641,060

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
981,827

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
693,883

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
19,504

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,224

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
19,544

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
851,761

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
540,138

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
748,220

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
589,236

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
790,399
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,272

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
11,184

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
370

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
18,740

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
38,819

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
15,068

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,376

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
12,579

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
282

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
132

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,932

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
20,474

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,439

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,033

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
13,682

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,934

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
17,610

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
36,370

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
48,343

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,478

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
13,982

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,512

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
38,437

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,103

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,816

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
46,601

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
1,577

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
204

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
14

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
12,791

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,375

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
47,402

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,085

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,301

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
204

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
8,656

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
41,664

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,135

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
42,776

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,960

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,259

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
82,454

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,936,053

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
8,254

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,718

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
11,240

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
19,088

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,609

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
24,371

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
104,079

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,825

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
88,043

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,322

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,435

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
103,038

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
244,172

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
97,015

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
232,120

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
12,437

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
202,813

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,745

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,399,795

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,036,916

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
262,337

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
43,198

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,446

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,533,540

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,823,556

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
21,244

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,911,302

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,733,615

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,182,061

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
72,178

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
15

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
67,973

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
73,984

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,885

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
12,198



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
7,837

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
52,889

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,933,718

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
109,832

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
30,443

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
534,569

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
13,996

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,432

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,614

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
69,413

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,477

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
112,781

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,036

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,050

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,548

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,666

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,431

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,188

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
22,325,514

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
1,556,853

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
167,701

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
969,003

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
130,999

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
10,424

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
7,994

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
10,574

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,008

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,844

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,863

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
26,833

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
13,247

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,623

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,409,810

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
68,030

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
3,506

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,371

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
9,595

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
18,195

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
322,386

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
4,296

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
7,542

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,864
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,771,165

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
365,559

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
4,251

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,123

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
16,785

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,286

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,042

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
866

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
88,043

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,879

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,590

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
24,293

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,881

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,856

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,929

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
128,163

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
215,560

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
2,802

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
27,418

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
52,841

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,437

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
424

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
863,816

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
379

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
798,351

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
146,955

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
5,801

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
16,178

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
188,260

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,052

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
180,788

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
31,784

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,567

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,808,227

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,681

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
143,852

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
9,552

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
15,267

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
20,652

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（2月分）の支出について
46,616

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
12,624

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
37,976

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
91,051

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
17,192
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会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,443

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
6,327

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,120

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,850

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,798

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,042

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
16,582

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
3,277

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,374

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,448

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
74,852

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
28,084

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,092

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
335,750

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
12,046,832

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（3月請求分）の支出について
121,320

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（3月請求分）の支出について
1,006

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（3月請求分）の支出について
3,202

会計室 会計企画担当 平成27年03月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,514

会計室 会計管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（２月分）
4,471,517

会計室 会計管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 公金収納取扱手数料の支出について（平成２６年９月～平成２７年２月分）
29,788,265

北区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１月分）
29,771

北区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（１月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１月分）
1,180

北区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（１月分）
379

北区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
2,144,926

北区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
666,525

北区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,100

北区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
129,714

北区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
41,694

北区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所衛生管理用害虫駆除業務委託経費の支出について
20,003

北区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所衛生管理用害虫駆除業務委託経費の支出について
1,209

北区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所衛生管理用害虫駆除業務委託経費の支出について
388

北区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,100

北区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,460

北区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用紙折り機ほか３点の購入経費の支出について
46,893

北区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
3,037

北区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用紙折り機ほか３点の購入経費の支出について
278,856

北区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
183

北区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
59

北区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
15,700

北区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用シュレッダー購入経費の支出について
378,000

北区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジほか２５点購入経費の支出について
98,902

北区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　北区役所空調用膨張タンク修繕作業の実施経費の支出について
75,600

北区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,160

北区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,706

北区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
14,760

北区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（２月分）
124,897
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北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・統計・選挙　＜機械番号３８０５３７＞
28,121

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・統計・選挙　＜機械番号３８０５３７＞
4,807

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
11,402

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用タイルカーペット購入経費の支出について
290,304

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
19,556

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　大阪市北区役所清掃業務委託の実施経費の支出について（２月分）
467,999

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
8,164

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,340

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（２月分）
5,724

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 会議用コピーボード購入経費の支出について
261,360

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・統計・選挙　＜機械番号３８０５３７＞
521

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・統計・選挙　＜機械番号３８０５３７＞
9,791

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費・選挙　＜機械番号３８０５８３＞
193

北区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,811

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
16,022

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
97,589

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
185,032

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
9,281

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
5,901

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
11,189

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
561

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
1,896

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
3,597

北区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
180

北区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 北区役所運営事務用　音声付受付順番案内システムの修繕の実施経費の支出について
44,150

北区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
275,136

北区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロール用モバイル端末にかかる端末料金及び回線使用料の支出について（２月分）
3,805

北区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区庁舎設備維持用　ベビーチェアほか１点の買入経費の支出について
324,000

北区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
16,118

北区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
5,180

北区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
19,890

北区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬の支出について
45,390

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
67,259

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
20,247

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
28,728

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（２月分）
197,951

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（２月分）
17,733

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
4,067

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　貯水槽清掃作業及び水質検査業務委託経費の支出について
1,307

北区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,000

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用衝立ほか２点購入経費の支出について
104,328

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯購入経費の支出について
207,414

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用パンフレットスタンドほか１点の購入経費の支出について
166,665

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
2,066,111

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
668,976

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（３月分）
3,079

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
30,055

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（２月分）
8,856
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北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
888

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（１月分・２月分）
3,840

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年経済センサス‐基礎調査にかかる統計事務郵送料の支出について（１月分）
97

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,670

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（３月分）
186

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
124,948

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
1,180

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
40,161

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（３月分）
59

北区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
379

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
4,374,865

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２６年１２月分）
463,514

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
37,700

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
347,636

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
32,703

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
151,539

北区役所 戸籍登録課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課戸籍事務用参考図書の購入経費の支出について
6,740

北区役所 住民自治課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2/20分）
9,936

北区役所 住民自治課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる落書き消去活動資材の買入経費の支出について
387,180

北区役所 住民自治課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる北区防災マップ（更新）印刷経費の支出について
63,720

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度 自転車利用適正化事業 業務委託先選定審査会にかかる審査員報償金の支出について
52,360

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる消耗品の買入経費の支出について
244,857

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所用パーテーション（北区役所）の買入経費の支出について
2,617,920

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる落書き消去活動用塗料の買入経費の支出について
54,432

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月10日分）
972

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（2月分）
4,460

北区役所 住民自治課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる防災倉庫用ステッカーの製造経費の支出について
24,300

北区役所 住民自治課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,584

北区役所 住民自治課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（２月分）
5,378

北区役所 住民自治課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用消耗品（ICレコーダー外2点）の購入経費の支出について
33,409

北区役所 住民自治課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資（長期保存水ほか１点）の買入経費の支出について
287,712

北区役所 住民自治課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる自転車の購入経費の支出について
105,200

北区役所 住民自治課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用消耗品（住宅地図）の購入経費の支出について
14,364

北区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（こぐまの森保育園梅田園）12月分
1,652,960

北区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（こぐまの森保育園梅田園）10月分
1,353,510

北区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（こぐまの森保育園梅田園）11月分
1,652,960

北区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）1月分
1,185,850

北区役所 福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
662,613

北区役所 福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
507,657

北区役所 福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判にかかる診断書料の支出について
3,240

北区役所 福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（フェアリールーム）1月分
1,989,280

北区役所 福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（ぬくもりのおうち　保育ママ）１月分
488,500

北区役所 福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月13日から平成27年2月27日分）
9,169

北区役所 福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月13日から平成27年2月27日分）
13,950

北区役所 福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月13日から平成27年2月27日分）
5,335

北区役所 福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月13日から平成27年2月27日分）
1,000

北区役所 福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判にかかる診断書料の支出について
3,240
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北区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成２７年２月１８日分）
9,031

北区役所 福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
671,899

北区役所 福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）３月分の支出について
50,000

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
18,057

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
11,836

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
160,264

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
1,303

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
1,886

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
2,003

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について(２月分)
720

北区役所 福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（２月分）
7,308

北区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区地域福祉アクションプラン推進事業「介護家族のつどい～ケアチアフル～」にかかる講師謝礼金の支出について（２月２６日実施分）
14,200

北区役所 福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月12日から平成27年3月13日分）
9,800

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひとりじゃないよ！こそだての“わ”事業用Ａ１ロール紙外４７点購入経費の支出について
327,251

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月12日から平成27年3月13日分）
1,551

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,269,125

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉・子育て支援グループ）事務用トナー購入経費の支出について
32,832

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
382,790

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
334,350

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
206,500

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
16,900

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
726,427

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
48,319

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
381,036

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,200,375

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
369,019

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
208,559

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
53,220

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
93,352

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
20,544

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　３月分の支出について
1,216,500

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について(３月分)
360

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
46,445

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
11,852

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月12日から平成27年3月13日分）
5,928

北区役所 福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月12日から平成27年3月13日分）
7,600

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合相談支援調整（障がい福祉）にかかる出張旅費の支出について（３月１７日分）
360

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面接にかかる出張旅費の支出について（１月分）
520

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合相談支援調整（障がい福祉）にかかる出張旅費の支出について（２月・３月分）
2,600

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面接にかかる出張旅費の支出について（３月１７日分）
480

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉担当職員新任研修にかかる出張旅費の支出について（１１月分）
750

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい支援区分認定審査会合議体連絡会にかかる出張旅費の支出について（２月分）
360

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
136,265

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年２月請求分）
84,610

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療費助成給付事務担当者研修にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
420

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護業務にかかる出張旅費の支出について（１月・２月分）
990

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護業務にかかる出張旅費の支出について（３月９日から３月１７日分）
2,500
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北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 中堅期保健師研修にかかる出張旅費の支出について（３月分）
360

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子ども・子育て新制度説明会にかかる出張旅費の支出について（３月分）
330

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援業務にかかる出張旅費の支出について（平成２７年１月・２月分）
1,020

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（クオリスキッズ中津三丁目保育園）1月分
1,775,550

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（こぐまの森保育園梅田園）2月分
1,850,680

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約にかかる経費の支出について（ぬくもりのおうち　保育ママ）2月分
488,500

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託契約について（保育ママ　梅田ひまわり園）2月分
1,185,850

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託契約について（フェアリールーム）2月分
1,940,580

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（こぐまの森保育園梅田園）1月分
1,782,690

北区役所 福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子福祉資金の支出について（就学支度資金）
570,000

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢福祉（地域包括支援）業務にかかる出張旅費の支出について（下半期分）
720

北区役所 福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 成年後見（高齢）申立てにかかる出張旅費の支出について（平成２７年１月分）
480

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区子育て支援ルーム用遊具外１点購入経費の支出について
26,157

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区地域福祉アクションプラン推進事業用油性マジック外７３点購入経費の支出について
341,855

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,168

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,260

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,292

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
50,000

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
16,870

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
50,000

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
374,602

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業に係る支出について
180,172

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
390,082

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,897

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
666

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,328

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,230

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
89,516

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
18,293

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
13,695

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
51,278

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
694

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
34,922

北区役所 福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,282

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
70,430

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
496

北区役所 福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援グループ）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
246

北区役所 政策企画課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
649,901

北区役所 政策企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区役所広報紙「わがまち北区」企画編集及び印刷業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
721,504

北区役所 政策企画課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第12回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
42,984

北区役所 政策企画課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成２６年度２月分）
234,900

北区役所 政策企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度北区役所広報紙デザイン業務委託先選定審査員にかかる報酬の支出について
39,680

北区役所 政策企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広報事業用パンフレット管理収納ラック外１点　購入経費の支出について
370,440

北区役所 政策企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画課事務用　事務用品等購入経費の支出について（デジタルレタースケール外１６点）
49,825

北区役所 政策企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
9,544

北区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度３月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度３月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・退職分）
10,000
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北区役所 保険年金課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（３月－１　歳出・一般分）
4

北区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（３月－２　歳出・一般分）
51,789

北区役所 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
20,762

北区役所 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年２月審査分　口座不能分）
50,000

北区役所 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（３月－３　歳出・一般分）
539,031

北区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年３月審査分　一般）
794,424

北区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年３月審査分）
750,000

北区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（２７年３月審査分）
501,600

北区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年３月審査分　退職）
13,650

北区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて（３月－４　歳出・一般分）
176,410

北区役所 保険年金課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年３月審査分　一般　その２）
296,594

北区役所 保険年金課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年２月分）の支出について
1,640

北区役所 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年２月分）の支出について
41,794

北区役所 保険年金課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年２月分）の支出について
1,183,920

北区役所 保険年金課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年２月分）の支出について
49,838

北区役所 保険年金課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年２月分）の支出について
59,637

北区役所 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 北区役所保険年金課事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年２月）
1,440

北区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 北区役所保険年金課事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年２月）
4,440

北区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 北区役所保険年金課事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年５月～平成２７年２月）
8,800

北区役所 魅力創造課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度歴史まち歩き講座「北区ぶらぶらＷＩＮＴＥＲ」番外編の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 魅力創造課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「北区小さな旅マップ」データ作成にかかる経費の支出について
226,800

北区役所 魅力創造課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
5,084

北区役所 魅力創造課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
832

北区役所 魅力創造課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（２月分）の支出について（北区学習活動支援事業・青少年健全育成事業）
2,220

北区役所 魅力創造課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区緑化推進事業（種から育てる地域の花づくり）消耗品購入経費の支出について
10,368

北区役所 魅力創造課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区学習活動支援事業（特別講師派遣の試行）にかかる所要経費の支出について
50,200

北区役所 魅力創造課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 豊仁小学校校庭の芝生化事業にかかる補助金の支出について
1,748,952

北区役所 魅力創造課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（魅力向上事業）
6,015

北区役所 魅力創造課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（北区魅力向上事業）
2,100

北区役所 魅力創造課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区緑化推進事業（種から育てる地域の花づくり）メッセージカードの印刷経費の支出について
6,480

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区学習活動支援事業「わくわく北区　中学生向けプログラミング教室（3月開催分）」の実施にかかる講師謝礼の支出について
21,700

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区学習活動支援事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
28,090

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる啓発ビデオ（ＤＶＤ)の購入経費の支出について
246,240

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区学習活動支援事業）
1,680

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区学習活動支援事業）
4,226

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区学習活動支援事業）
1,508

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,840

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造課　事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
700

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（３月分）の支出について（北区魅力向上事業・北区学習活動支援事業）
2,520

北区役所 魅力創造課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（１０月～３月）
206,400

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　マグネットクリップ外１６点買入経費の支出について
21,511

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　マグネットクリップ外１６点買入経費の支出について
13,079

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
5,875

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
1,804

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
2,870

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
656

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　マグネットクリップ外１６点買入経費の支出について
3,175

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
1,472
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北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　マグネットクリップ外１６点買入経費の支出について
11,356

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
6,470

北区役所 健康課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月支払分）
1,640

北区役所 健康課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業に係る傷害保険料の支出について
93,100

北区役所 健康課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用　ゴム印等１３点買入
13,340

北区役所 健康課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化プロジェクト事業用　サポーターレベルアップ講座（センター教室）１月実施分　講師報償金の支出について
12,960

北区役所 健康課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化プロジェクト事業用　サポーターレベルアップ講座（センター教室）２月実施分　講師報償金の支出について
17,560

北区役所 健康課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　地域健康講座（高齢）２月実施分　講師報償金の支払いについて
49,120

北区役所 健康課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　地域健康講座（高齢）１月実施分　講師報償金の支払いについて
28,920

北区役所 健康課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼（平成２７年２月）の支出について
10,620

北区役所 健康課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費の支出について（２月分）
27,031

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(2月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
155,950

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
124,450

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
74,670

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
24,890

北区役所 健康課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
49,780

北区役所 健康課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健事業用　窓口案内番号交付機買入経費の支出について
299,991

北区役所 健康課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払いについて（２月分）
303,030

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
7,262

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
82

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
246

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
246

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
222

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
492

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
656

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
82

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
5,670

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,016

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
574

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
7,340

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
8,575

北区役所 健康課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課用　後納郵便料金の支出について（２月分）
7,340

北区役所 健康課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　出張旅費（2月分）の支出について
920

北区役所 生活支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　７件№１４７４～１４８０）
186,290

北区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱費の支出について
170,689

北区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１２～１月分）
221,919

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１５０４～１５１７）
108,601

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ２２件　No.１５１８～１５３９）
176,624

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１４件№１４８９～１５０２）
171,740

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１４８５～１４８８）
18,193

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費４件　No.１４８１～１４８４）
17,120

北区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（２２件　№１５５４～１５７５）
109,090

北区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（８件Ｎｏ．１５７６～１５８３）
1,719,697

北区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.１５８４）
3,160

北区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費１件　No.１５８５）
1,440

北区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１４件№１５８５～１５９９）
221,408

北区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　６件№１６００～１６０５）
107,498
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北区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用消耗品（はってはがせるメモ外１４点）購入経費の支出について
25,142

北区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
25,507

北区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（移送費　№１６０８）
70,200

北区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
28,916

北区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１６件　№１６０９～１６２４）
128,680

北区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　１１件　№１６３７～１６４８）
186,965

北区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１６０７）
2,808

北区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費３件　No.１６３５～１６３７）
2,540

北区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ１０件　No.１６２５～１６３４）
84,753

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年４月分）
11,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年４月分）
6,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年４月分）
100,000

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校２～３月分）
178,800

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校２月分）
36,789

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校２月分）
24,966

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校１～２月分）
175,447

北区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年４月分）
100,000

北区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成26年度保健福祉センター新任者研修参加にかかる普通旅費の支出について
720

北区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業区担当課長会にかかる普通旅費の支出について（平成２７年１月分）
420

北区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる１２～２月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
4,980

北区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１６４９）
10,100

北区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
40,139

北区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について（Ｎｏ．１６５０）
206,856

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（移送費　１件№１６５１）
69,120

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（妊娠検査料　№１６５２～１６５４）
16,200

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助の支出について（オムツ　№１７３９～１７５８）
281,355

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１６７２～１７０３）
194,710

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　№１６６８～１６７１）
129,726

北区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　№１６５５～１６６７）
399,052

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱費の支出について　№７
44,840

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱費の支出について　№５
54,840

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱費の支出について　№４
44,840

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱費の支出について　№６
44,840

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（２月分）の支出について
235,153

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費２件　No.１７３７～１７３８）
12,190

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１７０４～１７１５）
69,752

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１７１６～１７３０）
98,086

北区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　No.１７３１～１７３６）
22,690

都島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
30,343

都島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（1月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（1月分）
21,018

都島区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（1月分）
3,036

都島区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用カードリーダー外11点の購入経費の支出について
26,767

都島区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎太陽光発電にかかる計量器及び引込線設置工事負担金の支出について
65,948

都島区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 政策企画事務用カードリーダー外11点の購入経費の支出について
13,733

都島区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への都島区広報紙「広報みやこじま」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
91,778

都島区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（10月～1月分及び選挙ビニールシート分）
20,027

都島区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（10月～1月分及び選挙ビニールシート分）
29,833
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都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用ロッカー等転倒防止用品（都島区役所）買入経費の支出について
446,515

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,950

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市都島区役所接遇研修にかかる業務委託経費の支出について
168,480

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用広報紙編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成27年2月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

都島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
920

都島区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「区長タウンミーティング～龍生と話そう～」（区長と区民の対話）実施にかかる会館使用料の支出について（平成27年2月25日開催分）
3,000

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（2月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 リーガルサポート制度にかかる弁護士謝礼の支払いについて（平成２７年２月１２日実施分）
10,800

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用スティックのり外６点の購入経費の支出について
7,311

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用先止湯沸器の購入経費の支出について
35,000

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用ホッチキス針外4点の購入経費の支出について
5,076

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用プロジェクター外1点の購入経費の支出について
27,540

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用スティックのり外６点の購入経費の支出について
39,348

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコン保守対象外修理の実施及び同経費の支出について（平成27年1月分）
53,222

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（2月分）
4,665

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（2月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（2月分）
67,453

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度都島区広報紙「広報みやこじま」点字版製作業務にかかる経費の支出について（平成27年3月号分）
29,916

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（2月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（2月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課事務用プロジェクター外1点の購入経費の支出について
210,600

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林センサス調査にかかる調査員に対する報償金の支出について
33,780

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員に対する報償金の支出について
359,383

都島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年度国勢調査調査区設定にかかる市内出張交通費の支出について(2月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年2月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成27年2月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用高速プリンター用トナーカートリッジ外2点の購入経費の支出について
86,940

都島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年2月分）
4,353

都島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る端末使用料の支出について（平成27年2月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年１月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について（追加分）
720

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
926,251

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（2月分）
24,252

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（2月分）
315,704

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所吸収冷温水機部品取替修理工事の支出について
10,800

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 都島区役所広報紙新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
646,963

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（2月分）
385,379

都島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（2月分）
2,160

都島区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所衛生害虫生息状況調査業務の実施経費の支出について
38,880

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
23,941

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,834

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（2月分）
19,838

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（2月分）
16,157

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
45,815
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都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用画鋲外し外14点の購入経費の支出について
40,500

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年2月分）
2,420

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年2月分）
704

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（2月分）
21,018

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（2月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年2月分）
25,652

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成27年2月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
2,248

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,200

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 外国人観光客誘致による京橋地域の活性化のためのロゴマークデザイン及びポスター等作成業務委託にかかる経費の支出について
1,400,000

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（2月分）
371,520

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
492

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
506

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
6,560

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
3,807

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,448

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
24,464

都島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域と区役所の防災力向上事業用避難訓練チラシ・ポスターの印刷製本経費の支出について
30,240

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（1月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 路上喫煙対策事業「京橋地域における路上喫煙禁止地区」広報キャンペーン業務委託経費の支出について
2,447,280

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙対策事業用テープ跡除去溶剤の購入経費の支出について
41,040

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 路上喫煙防止ポスターの作成経費の支出について
47,520

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（後期）における講師謝礼金の支払いについて（桜宮小PTA）
5,700

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域と区役所の防災力向上事業用液晶テレビの購入経費の支出について
89,856

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区市民企画公募事業（後期）における講師謝礼金の支払いについて（東都島小PTA）
11,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,542

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
10,908

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立都島区民センター管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第３四半期分）
6,616,268

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（平成26年10月～平成27年3月分）
129,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ダブルクリップ（中）外14点）買入にかかる経費の支出について
38,869

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ダブルクリップ（中）外14点）買入にかかる経費の支出について
107,363

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（ダブルクリップ（中）外14点）買入にかかる経費の支出について
17,928

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）にかかる継続検査（車検）・整備並びに必要事務の代行等の実施経費の支出について
40,030

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の自動車損害賠償責任保険料の支出について
26,370

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）にかかる重量税の支出について
6,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第12回都島区生涯学習フェスティバル手話通訳業務にかかる経費の支出について
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企業・社会福祉施設等との防災協力事業用折りたたみ式トイレチェア外2点の購入経費の支出について
29,808

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（2月分）
9,689

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（2月分）
5,771

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度第3回都島区人権啓発推進員研修会における講師謝礼の支払いについて
14,250

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度都島区校下人権啓発研修会（高倉地域）における講師謝礼の支払いについて
7,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 企業・社会福祉施設等との防災協力事業用水害ハザードマップの印刷製本経費の支出について
28,728

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用ワイヤレスマイク外1点の購入経費の支出について
62,208

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 路上喫煙対策事業用エコバッグ他１点の購入及び同経費の支出について
248,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
3,000
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都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
324

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,404

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
1,148

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
656

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
6,380

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
5,030

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
3,658

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
2,788

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
7,860

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（2月分）
24,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（2月分）
152,820

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年３月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年３月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金3月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金3月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について(1月分)
2,440

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　3月①）
373,760

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料(1月分)の支出について
5,786,640

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コインケース外3点の購入経費の支出について
5,081

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
800,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
810,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　3月②）
62,169

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外3点の購入経費の支出について
29,392

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外3点の購入経費の支出について
2,295

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外3点の購入経費の支出について
29,387

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
533,802

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
8,436

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（２月分）
18,275

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
37,111

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
150,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
187,578

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　3月③）
31,554

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(2月分)
109,322

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
4,656

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
226,531

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,592

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
20,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
783,543

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
84,314

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費の支出について（2月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
55,521

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用３月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（３月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代４・６・８・１１月分）の支出について
15,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度都島区地域自立支援協議会主催研修会にかかる経費の支出について
10,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
18,759
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１２・１月分）の支出について
15,057

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
10,802

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
89,519

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
36,492

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
23,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（短期入所にかかるサービス費）の支出について
8,390

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
14,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
1,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１２・１月分）の支出について
37,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料１月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
218,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,806

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
199,476

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用ドラム／トナーカートリッジ外14点購入経費の購入経費の支出について
71,064

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
19,330

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,974

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）72（1018）号
66,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）71（1017）号
56,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）69（1013）号
98,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）70（1016）号
15,420

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
5,659

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
28,296

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,977

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
31,003

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
11,213

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,768
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（2月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
14,968

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（ウォーキング）講師報償金の支出について
8,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
378

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（1月分）の支出について（追加分）
2,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
45,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活保護事務用布粘着テープ外９点の購入経費の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用布粘着テープ外９点の購入経費の支出について
20,921

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用布粘着テープ外９点の購入経費の支出について
129,827

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用付箋外３点の購入経費の支出について
18,984

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域情報発信事業（壮年・高齢）用啓発ビラの作成経費の支出について
31,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（就学支度資金　NO1）
329,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域情報発信事業（壮年・高齢）用啓発ビラの作成経費の支出について
31,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,836

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,321

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
76,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
44,921

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
32,430

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
71,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
70,262

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
16,435

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費３月分）の支出について
25,070

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費９～１月分）の支出について
69,485

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
84,717

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
19,956

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,323

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（３月分追加配布分）の支出について
40,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代１月分）の支出について
3,348

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
3,170

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
23,622
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
6,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１月分）の支出について
2,535

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
5,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
45,695

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,134

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
68,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,060

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
7,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料２月分）の支出について
4,390

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
17,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
47,174

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
129,346

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
7,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
27,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
248,516

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
34,954

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
113,184

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
56,874

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
223,122

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
135,422

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
34,116

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
16,316

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（２月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）２月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（第４四半期分No7）
159,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について　（就学支度資金　NO2）
360,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
41,217

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
63,969

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
62,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
228,338

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）２月分の支出について
448,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）75（1022）号
15,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）76（1023）号
28,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）74（1007）号
99,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）73（1009）号
112,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料２月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（３月分）の支出について
1,443,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（12月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（２月分）
51,600
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
533,599

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,895

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
8,488

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
4,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,836

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
232,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
9,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（2月分）
57,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 都島区地域福祉コーディネート事業選定会議開催に係る選定委員報償金の支出について
50,615

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,010,075

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年４月分）
26,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年４月分）
13,500,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年４月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年４月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年４月分）
4,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
967,575

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
4,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
240

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
1,420

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
370

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
461,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
47,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
34,864

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
23,956

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
23,610

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,245

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,115

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１月分）
9,346

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
21,138

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
23,764

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
21,173

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,269

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,296

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,253,783

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
39,436

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,148

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,376

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
146,539

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１・２月分）の支出について
5,175

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
47,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
8,442

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
41,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越料）の支出について
32,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
4,066

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
12,043

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
15,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
54,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費１・２月分）の支出について
135,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料２月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
6,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
13,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料２月分）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
860

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
349,583

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
55,504

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
2,721

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（2月分）
22,096

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 成年後見市長審判請求にかかる管外出張旅費の支出について
1,940

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
300,398

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
32,278

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
22,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
1,886

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
22,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
27,562
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
40,086

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
78,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
35,841

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
285,082

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
76,545

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第４号）
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
116,577

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 臨床心理士による福祉相談事業「子育て支援室研修会」にかかる講師謝礼の支出について
17,580

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
2,820

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,076

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,632

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
1,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子育て支援室研修会運営業務の業務委託にかかる経費の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度都島区地域自立支援協議会主催研修会にかかる経費の支出について
10,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
948

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
2,706

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
48,648

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
130,226

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
22,652

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
45,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
45,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
22,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
22,137

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
26,260

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
19,730

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
44,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
41,430

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１月分）
11,518

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
12,390

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
23,788

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,796

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
47,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）78（1025）号
15,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）84（1024）号
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）77（1021）号
10,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
2,944

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
802

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
1,250

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
1,380

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
3,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（２月分）
20,819

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
13,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
305,809

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
62,507

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ２月分）の支出について
12,204

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
28,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
12,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代２月分）の支出について
9,307

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
40,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
20,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越・家財処分料）の支出について
125,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代１・２月分）の支出について
32,106

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
6,134

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
9,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代２月分）の支出について
16,664

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２月分）の支出について
16,435

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費３月分）の支出について
36,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,153

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,398

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,505

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料３月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３月分）の支出について
3,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
1,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
26,204

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
32,435

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
114,351

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３月分）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２・３月分）の支出について
11,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代３月分）の支出について
21,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代２月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
64,922

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費１月分）の支出について
840

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
29,914

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料３月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代１～３月分）の支出について
8,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
216,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
574

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
806

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
5,416

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,476

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（2月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（2月分）
18,660

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（2月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館事務用・研修用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
2,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
7,348

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
4,246

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
28,777

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
175,593

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
4,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
7,684

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
54,422

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
19,090

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　あい・あい保育園桜ノ宮園　2月分）
1,927,150

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業委託料の支出について（保育ママエンジェルキッズ都島園　2月分）
955,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママ桜の宮ベビーセンター　2月分）
1,213,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島北通園　2月分）
962,150

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（保育ママきらきらBaby都島園　2月分）
1,025,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度小規模保育事業（小規模保育）の委託料の支出について（小規模保育所　子ロバ乳児園　2月分）
2,423,880
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都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
9,665

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,838

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
820

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
13,448

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
5,740

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成27年2月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
57,148

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（2月分）
4,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
14,370

都島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成26年12月12日被虐待高齢者の施設搬送に伴うタクシー代の支出について
1,720

福島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島区役所５階排煙窓修理にかかる点検口取付け作業の実施及び同経費の支出について
41,385

福島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,018

福島区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
2,811

福島区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,000

福島区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
12,300

福島区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
390,820

福島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
205

福島区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサスにかかる調査員報酬の支出について
25,640

福島区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成27年2月)
129,000

福島区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について(平成27年2月)_2
12,000

福島区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業及び特別支援教育サポート事業に係る謝礼金の支出について(平成27年2月)
129,000

福島区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福島区役所運営事務用 輪転機の修理経費の支出について
20,628

福島区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
738

福島区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
3,936

福島区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,066

福島区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）3月号分
425,325

福島区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成26年5月号～平成27年4月号）3月号分
204,120

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　総務課用市内出張交通費の支出について
11,460

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用 制御弁式据置鉛蓄電池買入にかかる経費の支出について
1,220,400

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
500

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　総務課用市内出張交通費の支出について
480

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平成27年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
200

福島区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 平成27年3月分　小口支払基金繰入金の支出について
2,400

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　区役所事業用コピー代金の支出について
110,527

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島区役所５階　排煙窓装置ケーブル等部品交換作業経費の支出について
45,468

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
86,997

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　福島区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分手数料の支出について（平成27年2月分）
2,980

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　福島区役所害虫駆除業務の実施経費の支出について
74,520

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
2,741

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,072

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用　ベルトパーティション他１点の購入経費の支出について
93,852
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福島区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
743

福島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　区役所事業用コピー代金の支出について
17,082

福島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,047

福島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　福島区役所窓口案内業務委託（平成26年11月～平成27年3月）にかかる経費の支出について
162,210

福島区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成26年度福島区役所受水槽・雑排水槽等清掃及び産業廃棄物収集・運搬業務委託経費の支出について
390,960

福島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,857

福島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平成27年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
1,058

福島区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,100

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（パウチフィルム　外１５点）
65,705

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
4,194

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
3,480

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
21,018

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年3月分（2回目）　小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
6,117

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成２７年３月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成２７年３月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（2月分2回目･口座払）
160,882

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（3月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(2月分2回目・口座払)
504,718

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（3月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(2月分1回目･口座払）
18,009

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる業務委託料第１２回中間払い（平成２７年１月分）の支出について
2,296,263

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
780

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２月分）
540

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
61,560

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
156,448

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査啓発用ポケットティッシュの購入及び同経費の支出について
29,160

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
3,900

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
107,802

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保険年金担当用キャビネットの購入及び同経費の支出について
88,560

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務にかかる電子レジスター一式の買入にかかる経費の支出について
860,760

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（2月分3回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
62,851

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
19,400

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年２月分）
460

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年２月分）
780

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（3月分1回目･口座払）
121,770

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(3月分1回目･口座払）
8,436

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(3月分1回目・口座払)
270,680

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
1,360

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
11,642

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成27年3月分小口支払基金繰入金の支出について
5,100

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（3月分1回目・口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナーの購入及び同経費について
3,996

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度2月分）
1,130

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度2月分）
68,332

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度2月分）
518,868
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福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（3月分2回目･口座払）
366,945

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(3月分2回目･口座払）
20,573

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
4,216

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度2月分）
38,306

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成27年2月分）
873

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険等事務用後納郵便経費の支出について（平成27年度2月分）
38,980

福島区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療事務用後納郵便経費の支出について（平成27年2月分）
8,701

福島区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進にかかる“きみどり活動看板”の作成の支出について
7,506

福島区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる連絡会資料作成用消耗品（ホッチキス針外１９点）の購入経費の支出について
30,527

福島区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第４１回区民ボウリング大会にかかるレプリカ等の購入経費の支出について
49,528

福島区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　新規工事費 電気自動車からの電力供給による避難所の停電対策事業にかかる高機能普通充電設備（ＥＶパワーステーション）の設置工事経費の支出について
956,880

福島区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 電気自動車からの電力供給による避難所の停電対策事業にかかる高機能普通充電設備費（ＥＶパワーステーション）の支出について
972,000

福島区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区人権啓発用「海老江東小学校ＰＴＡ学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
20,805

福島区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用 クリップ付ペンシル他（消耗品）の購入経費の支出について
18,684

福島区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発推進員連絡会研修会に係る交通費の支出について
6,000

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
203

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,148

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
312

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,404

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,944

福島区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,600

福島区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる自主防災組織支援用、鷺洲地域防災マップの印刷経費の支出について
99,792

福島区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる防災訓練用消耗品（クリップ付きペンシル）の購入経費の支出について
8,748

福島区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（2月分）
517

福島区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料
電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための日産リーフ長期継続リース契約（平成２６年１１月～平成２８年１０月）経費の支出について（平成２７年２月
分） 38,880

福島区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２７年２月分)
9,002

福島区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（１０月～３月分）
129,600

福島区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,934

福島区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
656

福島区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,000

福島区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
13,854

福島区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
2,296

福島区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（2月分）
1,394

福島区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
4,018

福島区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
82

福島区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる精密住宅地図外３点の購入の支出について
17,409

福島区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区にぎわい創出事業にかかるプレパネの購入の支出について
40,824

福島区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（3月分）
403

福島区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
2,030

福島区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 花とみどりのまちづくり事業にかかる事業紹介パンフレット作成の支出について
17,820

福島区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(２月分)
194,000

福島区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
816

福島区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 福島区校庭等の芝生化事業補助金の支出について
3,195,396

福島区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 野田中学校における防災講演にかかる講師謝礼の支出について（平成27年3月分）
10,120

福島区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるディモルフォセカ外５点の購入の支出について
25,509

福島区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる花壇用連杭外１点の購入の支出について
101,844

福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（2月分）
14,000

福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
574
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福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
2,388

福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
820

福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域防災対策事業にかかる防災服のクリーニング代の支払いについて
3,283

福島区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分３回目）
600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
423,920

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
62,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,580

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,350

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年２月分ＢＣＧ医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）３月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
108,378

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
13,519

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,895

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
33,158

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ならびに住宅手当業務用消耗品の購入にかかる支出について
810

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ならびに住宅手当業務用消耗品の購入にかかる支出について
36,126

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
22,680

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
12,418

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ふくしま暮らし支え合いシステム事業委託事業者選定会議にかかる報償金の支出について
77,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について（平成27年2月分）
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２７年１月分）
8,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
13,974

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
7,111

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
3,402

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,755

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,350

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
933

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
3,986

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
820

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
414

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入にかかる支出について
69,195

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（１月分）
17,844

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
4,066

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入にかかる自己負担金の支出について
1,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
40,872

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
26,881
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福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
167,578

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について
353,329

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費３月支給分の支出について
81,353

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について
235,135

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費３月支給分の支出について
13,081

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分追加配分の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分追加配分の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業フッピィキッズルーム事業者選定委員会にかかる報償金の支出について
60,230

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,802

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
716

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,420

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
390,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度結核コホート検討会(第3回）参画医師報償金の支出について
14,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,899

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年2月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
417,950

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
34,164

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
62,041

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,668

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
32,940

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月）
17,640

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
7,794

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
19,990

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
27,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（２月分）
59,764

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
25,823

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
22,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
4,066

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（２月分）
23,725

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
250,936

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
443,251

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,148

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,404

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計２件）
4,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼２月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について（その３）
165,786

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
41,406

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　一部負担金相当額等一部助成費３月支給分の支出について（その２）
11,729

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成27年2月分の支出について
28,440

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について（その３）
12,998

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度　ひとり親家庭医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
4,168

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやかキャンペーンストレッチ運動講師料の支出について（平成27年3月5日分）
9,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月分）
4,939
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福島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月分）
4,620

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月分）
3,885

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月分）
12,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期）の支出について
722,825

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
338

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
1,640

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
1,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
2,214

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
222

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
3,123

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期）の支出について
676,575

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
820

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成27年2月分）
15,578

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・第１回目）
12,744

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・第１回目）
6,048

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
88,678

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・第１回目）
1,166

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
5,400,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,238,603

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
41,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
16,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
350,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　KIDSROOM　Baby-bee ふくしま園）２月分
1,033,930

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（あい・あい保育園中之島園）２月分
1,048,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島園）２月分
1,047,300

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママきららえびえ保育園）２月分
911,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業にかかる委託料の支出について（ほっこりひばり保育園）２月分
1,788,860

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（保育ママ　育　福島東園）２月分
1,148,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（３月分）の支出について
1,527,450

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・第１回目）
200

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健センター事業用公用車１２カ月点検にかかる経費の支出について
12,960

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
169,247

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
21,232

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
85,936

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
25,152

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,977

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具の支出について
167,889

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
374,216

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
398,740

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
191,297

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
259,210

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,250

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業窓口開設にかかる消耗品及び備品の購入について
156,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 備品購入費　庁用器具費 生活困窮者自立支援事業窓口開設にかかる消耗品及び備品の購入について
37,800
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福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
12,521

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
29,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用消耗品購入経費の支出について
7,581

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成27年２月分
19,556

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成27年２月分
4,022

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計２件）
4,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
75,995

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
81,774

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,682

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
7,340

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
1,720

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,960

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
540

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健センター事業用及び介護予防地域健康講座用自転車購入経費の支出について
17,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年12月・平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
1,164

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
574

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・第２回目）
17,539

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,406

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
30,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
40,352

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,050

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
24,250

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,965

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
222,688

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,140

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
216,920

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
287,390

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
738

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
820

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
1,058

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
140

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について
127,065

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
20,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１～２月分）
14,796

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
31,089

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（１月分）
7,581

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
900

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400
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福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
189,756

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
203,566

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
197,316

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
167,220

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（運営・保健活動）用　市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
450

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
16,102

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
468

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,756

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
52,294

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
10,652

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,968

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成27年２月分
9,429

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
39,454

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
3,164

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健センター事業用及び介護予防地域健康講座用自転車購入経費の支出について
51,840

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年２月分
246

此花区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年２月分　払込書１通
3,814

此花区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年２月分　払込書１通
21,083

此花区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持費用）産業廃棄物の収集・運搬・処理にかかる経費の支出について（臨時分）
90,745

此花区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）ガス料金の支出について　平成２７年２月分
432,106

此花区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
19,587

此花区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）電灯線かさ上げ改修工事にかかる経費の支出について
138,780

此花区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
7,860

此花区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　水質検査業務委託にかかる委託料の支出について
38,880

此花区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
574

此花区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　玄関フロア天井照明取替工事にかかる経費の支出について
302,400

此花区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　１月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
45,380

此花区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴相談業務にかかる物品購入経費の支出について
26,746

此花区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）危険物地下タンク貯蔵所定期点検業務委託にかかる経費の支出について
42,120

此花区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 衆議院議員選挙　民間従事者の謝礼の支出について（口座不能再支出分）
11,899

此花区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　２月分【総務課・窓口サービス課】の支出について
22,740

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持費）玄関庇下照明器具取替工事にかかる経費の支出について
125,388

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
629

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
3,421

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
7,221

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサスにかかる調査員報償金の支出について
24,960

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年工業統計調査書類提出にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年3月分）
360

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる事務物品購入費用の支出について
8,946

此花区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
235

此花区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（２月分）
856,670

此花区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （一般管理用）電気料金の支出について（２月分）
5,176

此花区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理経費）職員表彰副賞用ボールペンの購入経費の支出について
10,584

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持費）宿直室窓修繕にかかる経費の支出について
169,031

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　１階ロビー照明取替工事にかかる経費の支出について
645,840
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此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）衛生害虫駆除業務委託にかかる経費の支出ついて
36,720

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内従事者派遣にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
147,960

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年2月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期契約にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）平成２７年２月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
102,397

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （一般管理用）ガス料金の支出について　平成２７年３月分
415,871

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　２・３階男子トイレ洗浄機能付きトイレ修繕工事にかかる経費の支出について
110,808

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年３月分　払込書１通
3,814

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査・選挙事務用）の支出について（平成27年2月分）
1,548

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料（総合調整担当事務用）の支出について（平成27年2月分）
120

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年３月分　払込書１通
21,083

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　中央監視システムＬＣＰカード基盤交換業務委託料の支出について
86,400

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査・選挙事務用）の支出について（平成27年2月分）
410

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・統一地方選挙用）の支出について（平成27年2月分）
656

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課・統計調査・選挙事務用）の支出について（平成27年2月分）
402

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・統一地方選挙用）の支出について（平成27年2月分）
5,740

此花区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・統一地方選挙用）の支出について（平成27年2月分）
1,110

此花区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「此花区生涯学習フェスティバル開催」にかかる消耗品購入経費の支出について（クリップライト他）
75,600

此花区役所 市民協働課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 此花区生涯学習フェステバルにかかる報償金経費の支出について
20,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（1月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる梅香中学校「国際理解食文化講座」報償金の支出について
36,700

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について
36,080

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　ＭＫＢプロジェクト事業の消耗品購入にかかる経費の支出について
19,980

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはなアートプロジェクトにかかる釉薬購入経費の支出について
32,372

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度　ＭＫＢプロジェクト事業にかかるスリーアイズ購入経費の支出について
110,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度スポーツレクリエーション事業の消耗品購入経費にかかる支出について
21,993

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務委託料の支出について（平成27年2月号分）
333,382

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について
113,011

此花区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成27年2月号分）
124,200

此花区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市人権啓発推進員此花区連絡会研修会にかかる講師謝礼金の支出について
23,780

此花区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
30,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（ガーデンシクラメン他）
33,566

此花区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗物品購入経費の支出について（ゴム印）
4,557

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
82

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　元気けん玉体操にかかる報償金の支出について（平成２６年５月～平成２７年２月分）
60,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
5,512

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
2,382

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷委託料の支出について（平成27年2月号分）
199,800

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
3,780

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
800

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分　７４～８１）
1,200

此花区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 「此花区生涯学習フェスティバル」開催にかかる資材搬入・搬出作業に伴う船車賃借料の支出について
38,880

此花区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 津波避難訓練にかかる消耗品費の支出について（コンテナほか）
96,714

此花区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員報酬経費の支出について（下半期分）
100,800

此花区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　８２～８４）
3,040

此花区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　８２～８４）
3,120
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此花区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分　８２～８４）
17,880

此花区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習計画推進事業　お楽しみタイムにかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「図書から学ぶ人間力養成講座」報償金の支出について（２月分）
108,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　ＭＫＢプロジェクト事業の消耗品購入経費にかかる支出について
37,800

此花区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花区内３中学校　校外巡回「声かけ」事業委託経費の支出について（平成２７年２月分）
134,201

此花区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用軽量棚購入経費の支出について
36,806

此花区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区民ホール分にかかるスタッキングチェアーほか２点買入にかかる支出について
1,369,440

此花区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課・総務課外勤用自転車購入経費の支出について
59,400

此花区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生等の防災意識向上支援事業にかかる消耗品費の支出について（腕章）
168,480

此花区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力強化事業にかかる消耗品費の支出について（アルミマットほか）
287,712

此花区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成27年2月分）
6,411

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度此花区コミュニティ育成事業業務委託先選定会議にかかる委員経費の支出について
29,520

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働推進型自転車利用適性化事業「Ｄｏ！プラン」にかかる立体看板等購入経費の支出について
129,600

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる消耗品購入経費の支出について
9,720

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の安全確保の防犯対策事業にかかるポロシャツ購入経費の支出について
9,698

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 区民の安全確保の防犯対策事業にかかる青色防犯パトロール車両修繕経費の支出について
39,938

此花区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成27年2月分）
3,690

此花区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（２月分）
132,391

此花区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（２月分）
108,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
324

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
30,000

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災力向上への支援事業にかかる備品および消耗品の購入経費の支出について（発電機ほか）
35,251

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力強化事業にかかる消耗品費の支出について（ハンドメガホン）
259,200

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷経費の支出について（平成27年3月号分）
348,451

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区民ホール第１会議室　壁補修工事にかかる経費の支出について
116,640

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
1,872

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
1,476

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
2,460

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
223,244

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
82

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
1,002

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成27年2月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
4,264

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
656

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
164

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
5,924

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務委託料の支出について（平成27年3月号分）
223,560

此花区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 全地域での防災力向上への支援事業にかかる備品および消耗品の購入経費の支出について（発電機ほか）
228,096

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成27年1月分）
207,408

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年3月分　国民健康保険 葬祭費の前渡資金の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分　国民健康保険 出産育児一時金の前渡資金の支出について
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（平成27年1月分）
1,600

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　３月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
62,169

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　３月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年２月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険 療養費　一般の支出について（平成27年1月分）
611,049

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用　外勤用自転車購入費の支出について
29,980
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此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
92,034

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用　アコーディオンスクリーン購入費の支出について
29,376

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２７年１月分
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険 療養費　一般の支出について（平成27年2月分）
719,210

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険 葬祭費の支出について（平成２７年２月分）
400,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年２月分）
427,808

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険 療養費　一般の支出について（平成27年2月分）
244,691

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
3,511

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
44,822

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険 出産育児一時金の支出について（平成２７年３月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
62,979

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　コピー代金（２月分）の支出について
3,744

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
4,562

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２６年度人口動態調査用物品の購入経費の支出について
12,906

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書随時送付分にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
5,248

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　コピー代金（２月分）の支出について
1,872

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
38,328

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分保険担当返信用）の支出について
13,105

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
1,140

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　コピー代金（２月分）の支出について
3,744

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分管理担当返信用）の支出について
40,565

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
439,228

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
53,576

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
580

此花区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
46,031

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,809

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
41,311

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,642

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
67,183

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業（家族教室）にかかる講師の報償金の支出について（２７年１月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年3月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について(平成27年3月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（平成27年3月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 『このはな地域見守りタイ』事業　業務委託契約にかかる経費の支出について（第3四半期）
2,139,929

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
248,376

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
113,980

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
113,184

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
69,547

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費・家財処分料の支出について
347,320

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
209,455

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
12,097

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
70,760

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
38,590

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
13,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
233,659

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
460,590

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
106,002
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此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
132,375

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
7,214

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
1,037

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
20,131

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費等にかかる事務用品（アクリルスクリーン外）購入経費の支出について
8,921

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　コピー代金（単価契約）の支出について
6,682

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
700

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,920

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
960

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
6,900

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
6,900

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,122

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 平成27年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,744

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
90,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成26年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,131

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
6,780

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
459,580

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
56,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康促進事業「このはないきいき長生きプラン」にかかるメタボ改善ウォーキング講座卒後教室における講師報償金の支出について
8,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
8,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
2,171

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
2,469

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
6,385

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－２）
4,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
28,055

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
270,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用品購入経費の支出について
1,547

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所消耗品費の支出について（通常保育用3月追加分）
20,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所消耗品費の支出について（3月追加分）
20,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
56,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２７年２月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
100

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金（１月分）口座振替不能に伴う再支出について
24,128

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
201,030

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－１）
14,775

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－１）
2,903

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはな地域見守りタイ事業用消耗品購入経費の支出について
44,339

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成27年2月分）
3,940

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
88,560

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
145,772

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
169,932

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
30,672

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
317,309
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此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
65,683

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
20,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
2,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
43,290

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
401,412

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,480

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
42,460

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
230,080

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
34,546

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務及び運営協議会事務及び虐待防止事業事務にかかる消耗品購入経費の支出について
7,727

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務及び運営協議会事務及び虐待防止事業事務にかかる消耗品購入経費の支出について
18,839

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険事務及び運営協議会事務及び虐待防止事業事務にかかる消耗品購入経費の支出について
14,080

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険事務及び運営協議会事務及び虐待防止事業事務にかかる消耗品購入経費の支出について
2,106

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人報酬助成金の支出について
90,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年３月６日支払帳票作成分）の支出について
746,288

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,296

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,573

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
281,773

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
832,298

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
56,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業の支出について（代理受領方式）
50,900

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
84,350

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年３月６日支払帳票作成分）の支出について
160,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業（家族教室）にかかる講師の報償金の支出について（２７年２月分）
10,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２７年３月６日支払帳票作成分）の支出について
32,113

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナー購入経費の支出について
87,264

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用経費にかかる消耗品（スペアキー）購入経費の支出について
40,284

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）等にかかる消耗品（モバイルスクリーン外）購入経費の支出について
40,251

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）等にかかる消耗品（モバイルスクリーン外）購入経費の支出について
56,484

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２７年３月９日支払帳票作成分）の支出について
125,279

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発用クリアファイル作成経費の支出について
74,941

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
108,596

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について（１回目）
9,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について（１回目）
3,600,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について（１回目）
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分資金前渡金の支出について（１回目）
1,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年3月分）
1,297,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはないきいき長生きプランにかかる食育講座「きれいになれるレシピ講習会　～体内から美しく美腸で若さキープ～」講師報償金の支出について
18,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはないきいき長生きプランにかかる健康体操サポーター養成講座修了者研修会の講師報償金の支出について
17,330

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（平成27年2月分）の支出について
1,380

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用経費等にかかる市内出張交通費（平成27年2月分）の支出について
5,420

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはないきいき長生きプランにかかる消耗品（フォトショップ外）購入経費の支出について
73,980

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
46,612

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
1,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
27,840

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
24,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
890,150

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議出席にかかる普通旅費の支出について（平成２７年２月）
360
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此花区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
843,900

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
908,085

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
1,506

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
13,932

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
2,681

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
5,671

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 めざせ平均寿命アップ！がん検診受診促進プロジェクトにかかる後納郵便料金（平成27年2月分）の支出について
201

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
20

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
560

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
640

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について（返信用）
79,055

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
392

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,952

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
15,878

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
148,711

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,076

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,230

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
144,990

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
57,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
12,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
214,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
152,880

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
4,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,624

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料２月分の支出について
190,931

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料２月分の支出について
49,717

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
818,792

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
427

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
1,558

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分－２）
997

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
3,181

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
922

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
208

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
8,396

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
40,488

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
28,072
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此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
820

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,936

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成27年2月分）
1,103,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市保育ママ事業における運営委託料の支出について（平成27年2月分）
1,169,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
656

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,070

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室報償金（２月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診報償金（２月分）の支出について
143,850

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（２月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診報償金（２月分）の支出について
87,270

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
13,476

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
9,532

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　介護保険担当事務用　コピー代金（単価契約）の支出について
11,113

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
54,409

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用及び地域包括運営協議会用食糧費の支出について
14,308

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,374

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用経費等にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
4,018

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 介護認定審査会用及び地域包括運営協議会用食糧費の支出について
1,788

此花区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,094

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（平成27年1月分）
3,036

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
291,521

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
2,199

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
26,145

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
197

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
9,150

中央区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料１月分の支出について（市内等）
68

中央区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１月分）
17,670

中央区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
2,408,356

中央区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
166,729

中央区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
58,355

中央区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）の実施並びに同経費の支出について（平成27年2月号）
516,466

中央区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）の実施並びに同経費の支出について（平成27年1月号）
964,440

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
1,134

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
1,161

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
15,000

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
37,720

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
5,400

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
215

中央区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号４０・１２３～１２４・２２２～２２４・４２２～４２３・６０６～６０７）
13,136

中央区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（１月分）
32,338

中央区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（１月分）
12,945

中央区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（１月分）
18,966

中央区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎管理用消耗品の購入並びに同経費の支出について
68,580

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所水質検査業務の実施並びに同経費の支出について
33,480

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（２月分）
156,600

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（２月分）
230,100
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中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年工業統計調査用コピー代金の支出について（１月分）
12,112

中央区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度第４回中央区区政会議出席委員のための補助者に係る報償金の支出について
11,274

中央区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第４回中央区区政会議会議録作成及び同所要経費の支出について
22,464

中央区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
435,612

中央区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬の支出について
85,510

中央区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所雑排水槽清掃に伴う産業廃棄物処理の実施並びに同経費の支出について（第２回目）
5,832

中央区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（２月分）
10,342

中央区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所1階身障者用トイレ洗浄管修理工事の実施並びに同経費の支出について
23,760

中央区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（２月分）
6,471

中央区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
10,499

中央区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
941

中央区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
329

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
124,676

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
59,534

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
4,418

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
9,252

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
1,546

中央区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
3,238

中央区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住情）事務用コピー代金の支出について（２月分）
34,080

中央区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（２月分）
20,711

中央区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（２月分）
27,388

中央区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
19,758

中央区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
106,423

中央区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 中央区役所来庁者等サービス向上事業経費の支出について
486,000

中央区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
9,544

中央区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市外）
3,340

中央区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（２月分）
22,712

中央区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年工業統計調査用、総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
24,576

中央区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成２６年工業統計調査用、総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
7,771

中央区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「防犯カメラ保守点検管理業務」及び「ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業」にかかる防犯カメラの購入並びに同経費の支出について
1,296,000

中央区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品の購入並びに経費の支出について
15,130

中央区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「防犯カメラ保守点検管理業務」及び「ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業」にかかる防犯カメラの購入並びに同経費の支出について
691,200

中央区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入並びに同経費の支出について
80,323

中央区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（２月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（平成27年2月分）
3,036

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
2,356,844

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年2月分）
550

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
2,561

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年2月分）
1,427

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年2月分）
2,907

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（平成27年2月分）
2,065

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年2月分）
328

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（平成27年2月分）
141,429

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
296,122

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用アンケート回答郵送経費（受取人払後納郵便料金２月分）
873
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中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度電柱共架料の支出について
11,232

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２６年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査票提出用）】の支出について（２月分）
679

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納２月分）の支出について
328

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納２月分）の支出について
3,936

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
165,382

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
229

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
26,557

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
57,883

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
9,295

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料２月分の支出について（市内等）
80

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納２月分）の支出について
1,933

中央区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会受取人払２月分）の支出について
2,338

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（１月分）の支出について
3,940

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般３月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退３月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２月第２回支給決定分）
386,109

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第２回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成27年１月分支払い）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２月第３回支給決定分）
324,937

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２月第４回支給決定分）
133,584

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第３回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
104,469

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（１月分）
14,155

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第２回支給決定分）
484,590

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２月第５回支給決定分）
280,473

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第４回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
140,525

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第３回支給決定分）
462,386

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用品の購入及び同経費の支出について
29,624

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用品の購入及び同経費の支出について
105,185

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用品の購入及び同経費の支出について
1,318

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（３月第１回支給決定分）
267,771

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（３月第１回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）市内出張交通費（２月分）の支出について
720

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
109,584

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（３月第３回支給決定分）
112,069

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（３月第２回支給決定分）
250,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（３月第２回支給決定分）
5,696,874

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（３月第１回支給決定分）
450,910

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,848

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査事務用書籍の購入及び同経費の支出について
19,801

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
91,715

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
14,106

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
13,760

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
161,065

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収・賦課事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
973,564
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中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
40,667

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
50,057

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,112

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
41,398

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療制度市内出張交通費（２月分）の支出について
360

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,381

中央区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,000

中央区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進・支援事業用　中央区生涯学習ルーム交流会に係る物品の運搬について
15,120

中央区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成26年度地域教育力を高めるボランティアセミナー出張命令について
37,600

中央区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１月分）の支出について
4,087

中央区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１月分）の支出について
32,571

中央区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る防犯啓発物品の購入経費の支出について
268,920

中央区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（１月分）の支出について
2,073

中央区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策関係事業用にかかる消耗品購入経費の支出について
299,980

中央区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る啓発物品の購入経費の支出について
157,140

中央区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度環境浄化にかかる観察調査の手法を活用した対策の確立業務にかかる委託料の支出について
5,518,324

中央区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業「ＤＯ!プラン」自着シール式警告エフ作成経費の支出について
231,120

中央区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（後期）
129,600

中央区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大規模災害におけるミナミの繁華街を中心とした帰宅困難者の支援体制の構築事業にかかる消耗品の購入並びに同経費の支出について
308,880

中央区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区地域別災害対応マップ印刷に係る経費の支出について
89,424

中央区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業に係る啓発物品の購入経費の支出について
57,996

中央区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業委託料の支出について
2,852,000

中央区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る消耗品の購入経費の支出について
347,544

中央区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（２月分）
884,520

中央区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支出について（２月分）
234,680

中央区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（２月分）
987,000

中央区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業「ＤＯ！プラン」ちゅうりんマップ作成経費の支出について
162,000

中央区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料1月分の支出について
1,637

中央区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度「にぎわいスクエア」atとんぼりリバーウォーク事業委託料の支出について
3,017,520

中央区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「区民協働による魅力発掘＆発信ツールを活用した交流事業」における消耗品購入経費の支出について
42,755

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所常備用消耗品の購入にかかる経費の支出について
322,488

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（２月分）の支出について
15,666

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（２月分）の支出について
2,215

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区地域防災リーダー装備品購入経費の支出について
172,800

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（２月分）の支出について
1,521

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（２月分）の支出について
6,526

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
7,720

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
16,669

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料2月分の支出について
1,637

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災関係事業用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
17,152

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
3,142

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,422

中央区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,312

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
121,777

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）社会復帰相談指導事業用図書の購入及び同経費の支出について（３点）
9,072

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）家庭児童相談業務用図書の購入及び同経費の支出について（６点）
12,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
10,404

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
23,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課精神保健業務に係る出張旅費の支出について（８月～１月分）
9,684

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（移送費）の支出について
740

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
960

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
88,198

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
191,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
72,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
10,390

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
57,174

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
51,110

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
122,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
25,728

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
22,210

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,220

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,770

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,083

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
114,302

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
185,238

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
540

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（１月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる視覚障害者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について（平成27年1月27日開催分）
9,021

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について（平成27年1月27日開催分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
2,376

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地区健康講座（壮年）講師謝礼金の支について（２月５日実施分）
10,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所者の面接における出張命令
15,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費（平成２７年２月分）
2,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１月分）の支出について
1,834

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（１月分）の支出について
964

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区地域福祉アクションプラン推進支援事業にかかる地域福祉フォーラム開催案内チラシの作成について
27,864

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶の購入並びに同経費の支出について
4,665
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「要保護児童対策地域協議会の運営」に係る講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
1,360

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
720

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
2,680

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
1,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
526

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
235,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
237,770

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
48,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
45,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
244,564

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
12,615

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
2,104

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成２７年２月分）
22,720

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（3月分追加）
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（１１月～１月分）
380

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（２月分）
5,654

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（２月分）
4,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,309

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
26,616

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
15,154

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,820

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
43,980

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,366

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,184

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,720

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,592

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,960

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,290

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
4,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
35,310

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（２月分）
2,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（２月分）
4,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（２月分）
656

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域福祉フォーラムにかかる一時保育経費の支出について
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
45,467

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（２月分）
27,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中央区地域福祉アクションプラン「地域福祉フォーラム」にかかる講師謝礼の支出について
87,340

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
16,492

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
249,001

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
14,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
93,408

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
57,010

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
19,743

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
59,540

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
5,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
216,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係るミニ講座講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用及び厚生統計用消耗品の購入について
63,023

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（玉造地区）
105,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（桃園地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（島之内地区）
83,775

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（桃谷地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
612,375

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
179,554

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
310,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
26,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・診察料）の支出について
12,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
4,320

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
33,016

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
28,191

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用及び厚生統計用消耗品の購入について
8,942

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（個人口座振込分）
569,875

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（玉造地区）
101,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（島之内地区）
80,025

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（桃園地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支払いについて（桃谷地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成26年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（3月分）
973,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
68,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,493

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,639

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の未支払請求にかかる支払いについて（平成２７年２月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２７年１・２月分）の支出について
1,740

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
1,458

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
1,296

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,360

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
2,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外４０点の購入並びに同経費の支出について
128,259

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ外４０点の購入並びに同経費の支出について
41,027

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
9,620
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
63,990

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
18,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
98,279

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
140,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
10,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
36,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
16,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
83,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（新生児介補料等）の支出について
71,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
1,800,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域ふれあい子育て教室消耗品の購入並びに同経費の支出について
25,012

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座消耗品の購入並びに同経費の支出について
40,629

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
174,764

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,442

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
62,944

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,596

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
60,301

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,888

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
42,740

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,419

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,448

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,220

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
3,668

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
72,575

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
12,314

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検査料）の支出について
2,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
15,020

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検査料）の支出について
30,660

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区地域福祉アクションプラン推進支援事業にかかる物品の購入について
271,641

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（３月支払分）
512,536

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（３月支払分）
164,410

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
98,941

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
15,091

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
495,075

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
155,008

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
36,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（３月支払分）
45,493

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務消耗品の購入並びに同経費の支出について
4,622

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
935,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
1,024,060
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
1,015,150

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業所運営業務委託の実施及び同経費の支出について（2月分）
1,663,270

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（2月分）
1,164,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（３月支払分）
657,341

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（３月支払分）
15,536

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（７月分）
3,048

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
5,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
4,558

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
14,320

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「安心して子どもを産み育てる事ができる街づくり」事業に係る子育てマップの印刷の実施及び同経費の支出について
158,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
936

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
140

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（２月分）
1,188

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,654

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
32,025

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
7,885

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・受取人払分）
55,387

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,568

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
30,655

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
32,324

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
80,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
106,730

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
75,108

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
195,032

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
15,516

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,230

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,864

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
4,824
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
392

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
31,749

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
187,038

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（２月分）の支出について
33,088

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年度結核医療費公費負担事業（３７条）用近接地管外出張旅費の支出について（２月分）
790

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２６年度結核医療費公費負担事業（３７条）用近接地管外出張旅費の支出について（８月分）
3,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
345

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成27年3月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用及びがん検診事業用及び乳幼児健診用消耗品の購入並びに同経費の支出について
19,818

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用及びがん検診事業用及び乳幼児健診用消耗品の購入並びに同経費の支出について
11,340

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
3,608

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
666

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
5,166

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・受取人払分）
17,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
1,144

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・南局分）
18,202

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
18,532

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
6,918

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
28,444

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の未支払請求にかかる支払いについて（平成２７年２月分）
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
14,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
656

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,136

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年3月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成27年3月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年3月分）
143,850

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年3月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用及びがん検診事業用及び乳幼児健診用消耗品の購入並びに同経費の支出について
4,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（２月分）
21,306

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,626

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
2,503
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中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用図書の購入並びに同経費の支出について（２点）
6,480

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
14,774

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
52,049

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（２月分）の支出について
895

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
5,930

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（テープのりカートリッジ他１６点）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
150

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
329

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
560

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
4,000

西区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成27年2月分）
21,018

西区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第3回西区区政会議議事録作成業務にかかる経費の支出について（１月２７日実施分）
23,112

西区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
75,133

西区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査検討会議にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年２月分）
1,014

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成26年度2月分）
1,186,180

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年3月号）
142,560

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年3月号）
201,960

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第47回衆議院議員総選挙用ビニールシートの買入経費の支出について
179,280

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用トラック借上げ経費の支出について
280,800

西区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査用タクシー借上げ経費の支出について
277,200

西区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区広報紙企画編集業務企画提案審査委員会にかかる委員報酬の支払いについて
37,400

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,691

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
8,812

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
7,113

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
386,470

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
4,428

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
134,475

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
1,620

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
12,204

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 大阪市西区役所事務用大判プリンター買入経費の支出について
323,514

西区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,120

西区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成27年2月分）
178,469

西区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかる車椅子用記載台他１点の購入経費の支出について
144,720

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成27年3月分）
21,018

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業にかかる料金受取人払郵便料金の支出について（2月分）
1,358

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
1,623

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
3,336

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
1,040

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
3,772

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用リサイクルトナー他２点の経費の支出について
85,212

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙にかかる投票所用養生用テープ他26点の経費の支出について
166,201

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 統一地方選挙にかかる投票所用養生用テープ他26点の経費の支出について
6,318

西区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
3,092

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成27年1月分）【2月請求分】
3,814

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000
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西区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （３月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （３月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
111,448

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
20,577

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
144,019

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外１８点（国民健康保険業務用）の購入経費の支出について
109,695

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外１８点（国民健康保険業務用）の購入経費の支出について
184,065

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
640,155

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外１８点（国民健康保険業務用）の購入経費の支出について
38,880

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
94,185

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
232,061

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
10,191

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
634,270

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
136,459

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（平成27年1月分）
5,930,280

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成27年2月分）【3月請求分】
3,814

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年2月分）の支出について
2,810

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年2月分）の支出について
102,954

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年２月分郵送料（発送用）の支出について
8,620

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（２月分）の支出について
17,285

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年２月分郵送料（発送用）の支出について
55,760

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
130,221

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
511,796

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書収受用）の支出について
46,697

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年２月分郵送料（収受用）の支出について
47,667

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年２月分郵送料（発送用）の支出について
214,905

西区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成２７年２月分郵送料（発送用）の支出について
15,088

西区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大阪市立西区民センター2階男子トイレ漏水障害点検について
43,200

西区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 公募型企画講座「歌声サロン」にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

西区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動啓発用パンフレットスタンドの買入経費の支出について
26,438

西区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
48,300

西区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度西区生涯学習ルーム事業・平成２６年度西区公募型企画講座支援事業用色上質紙外６点購入経費の支出について
29,547

西区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「西区コミュニティ育成事業」公募型プロポーザル選定委員会委員報償金の支払について
54,540

西区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
110,400

西区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西区民センター会議室用椅子の買入経費の支出について
276,480

西区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
60,000

西区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（２月分）
5,942

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用カラートナーカートリッジ外１１点の購入経費の支出について
36,720

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用カラートナーカートリッジ外１１点の購入経費の支出について
26,978

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員防犯パトロール用自転車の買入経費の支出について
71,940

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用カラートナーカートリッジ外１１点の購入経費の支出について
65,891

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用カラートナーカートリッジ外１１点の購入経費の支出について
65,891

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
1,312



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
82

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
205

西区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全対策職員防犯パトロール用自転車の買入経費の支出について
1,500

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
1,480

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
2,860

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
360

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
2,916

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
720

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
14,660

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,600

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
14,620

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,050

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
56,754

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年１月分（２６年１０・１１月分含む））
2,112

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成27年3月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成27年3月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
385,559

西区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２７年３月支払分）
124,827

西区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,172

西区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

西区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる交通費（１月分）の支出について
1,424

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
41,200

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
183,600

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,160

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
26,220

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
13,990

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,220

西区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年分２月決定分②）
296,258

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
584

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
468

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
3,910

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,260

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
152,403

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
3,030

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
4,176

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
748

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,408

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
393,130

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,048

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
922

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,888

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,240

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
8,909
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西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
111,547

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
19,416

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,958

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
7,646

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
4,304

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
2,050

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
1,486

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
584

西区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（１月分）の支出について
664

西区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
350,345

西区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,406

西区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（１月分）の支出について
4,176

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス受給者の個別検討会議にかかる管外出張経費の支出について
920

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
97,200

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
84,034

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,280

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
24,772

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
55,560

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
12,320

西区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年２月決定分③）
128,557

西区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,406

西区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,315

西区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修費理由書作成費の支出について
34,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（追加配付）3月分
40,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
69,470

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,713

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,401

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出（２回目）について
700,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
25,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（居宅用）の支出について
6,240

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
289,440

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
54,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
11,124

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
2,679

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
5,400

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
2,343

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー,電車,バス）の支出について
13,950

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,400

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
39,400

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
9,390

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,220

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
219,400

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
48

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
76
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西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,141

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
129

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月２７日実施分）
49,780

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,146

西区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払い基金繰入金の支出について(2月分）
1,248

西区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について（2月分）
397,750

西区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支給について
311,206

西区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
146,780

西区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

西区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
66,998

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
90,356

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
50,980

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
271,472

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
13,040

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
205,950

西区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核コホート検討会出席にかかる医師報償金の支出について（２月１７日実施分）
14,200

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
11,000,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出（３回目）について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
6,000,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による４月分生活保護費（１回目）の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による３月分生活保護費の支出（４回目）について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ シュッポッポ）平成27年2月分
526,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　ちよざき保育園）平成27年2月分
1,153,100

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（はなぞの保育園）平成27年2月分
1,921,470

西区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年３月決定分）
228,330

西区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,200

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（２月分）
75,180

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 がん予防講演会（平成27年3月1日開催）にかかる報償金の支出について
47,200

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（２月分②）
2,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（１月及び２月分）
154,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（２月分）の支出について
3,804

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用養生テープ外２３点の購入経費の支出について
13,338

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用養生テープ外２３点の購入経費の支出について
17,928

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用養生テープ外２３点の購入経費の支出について
5,616

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区地域福祉見守り活動応援事業の委託料の支払について（第３四半期分）
2,297,962

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
977,900

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用養生テープ外２３点の購入経費の支出について
2,700

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
359,740

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用養生テープ外２３点の購入経費の支出について
7,884

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（２月分）
2,435

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務に係る自転車他３２点購入の支出について
101,052

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
1,060

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
83,160

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
72,256

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
18,120
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西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる交通費（２月分）の支出について
1,424

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
916,650

西区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童手当給付費２月分（区執行分）の支出について（未支払請求）
20,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課子育て支援情報誌「てをつなごう」の経費の支出について
172,800

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代の支出について（２月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 大阪市地域福祉活動推進事業における普及啓発用、児童虐待防止啓発リーフレット及び子育て支援情報マップ(携帯版）の経費の支出について
130,248

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,480

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
46,656

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
73,947

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務にかかる経費の支出について（あい・あい保育園　阿波座園）平成27年2月分
1,493,990

西区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座事業用ごみ袋外４点の支出について
25,012

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
728

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,760

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
410

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
1,568

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
994

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
8,686

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
4,858

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
36,385

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,132

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,602

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
26,675

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,068

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
553,971

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年３月決定分）
11,038

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費の支給について（平成２７年１月決定分）
436,692

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年３月決定分）
11,338

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
761,344

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年３月決定分）
6,900

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所）給付費の支給について（平成２７年３月決定分）
6,900

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
351,640

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,394

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,994

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,394

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
179,896

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
11,972

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
246

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
26,511

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
1,148

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
12,028

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
3,744

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
4,710
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西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
1,790

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
54,371

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
11,910

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
22,304

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
10,494

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
3,454

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,968

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
386,760

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金【妊婦教室】の支出について（３月分）
11,160

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（２月）
16,256

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年3月分）
1,875,100

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,476

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（２月分）
1,500

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（２月分）
1,611

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
4,513

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
8,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
8,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
10,260

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
11,968

西区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,583

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 増設用バッテリー及び受信機用バッテリー購入経費の支出について
185,031

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品等の購入経費の支出について
24,175

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所１階及び3階女子トイレ大便器修繕業務にかかる経費の支出について
40,111

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（平成２７年２月分）
2,723

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（平成２７年２月分）
2,702

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支出について（平成２７年２月分）
21,018

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（平成２７年２月分）
1,679

港区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（平成２７年２月分）
3,814

港区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（１月分）
52,162

港区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港区役所空調用ドレン配管修繕業務にかかる経費の支出について
35,640

港区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 港区役所３階庁舎設置給湯器修繕業務にかかる経費の支出について
47,196

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【2月・地活協分】
40,698

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【2月・地活協分】
45,163

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【2月・コミ協分】
2,142

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【2月・コミ協分】
2,377

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【2月・コミ協分】
1,272

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【2月・コミ協分】
3,214

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【2月・コミ協分】
2,785

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物等収集運搬及び処分業務委託料の支出について
172,800

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【2月・地活協分】
52,915

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【2月・コミ協】
2,310

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【2月・地活協分】
63,745

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【2月・コミ協分】
3,355

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【2月・地活協分】
61,066

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【2月・地活協分】
43,890

港区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【2月・地活協分】
24,168
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港区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成２７年２月分）
635,819

港区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成２７年２月分）
77,778

港区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成２７年２月分）
41,532

港区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成27年3月号）
413,416

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,500

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）（２月分）
5,669

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）（２月分）
3,932

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入の支出について（２月分）
159,865

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直員用寝具借入料金の支出について（２月分）
9,504

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,476

港区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,804

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品等の購入経費の支出について
27,032

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 講師謝礼金（ぷらっと法務事業用）の支出について
6,360

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品等の購入経費の支出について
149,684

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２７年２月分）
146,561

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設置用消火器の購入経費の支出について
51,516

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎設置用消火器の購入経費の支出について
9,000

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
8,098

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（２月分）
344,219

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサスにかかる調査員報償金の支出について
23,890

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（２月分）
42,107

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
990

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
528

港区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（２月分）
22,484

港区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報償金の支出について
445,268

港区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用庁内情報プリンタートナーの購入経費の支出について
99,468

港区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成２７年２月分）
1,191,829

港区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成２７年２月分）
145,793

港区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成２７年２月分）
77,850

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度 地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる業務委託先選定会議委員に対する謝礼金の支出について
33,150

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成27年3月号)概算印刷にかかる経費の支出について
470,545

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報みなと号外全戸配布業務にかかる委託料の支出について（指定地域）
130,967

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
4,494

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）　賃借料の支出について（長期借入）
3,240

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
549

港区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（２月分）
293

港区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年２月分）
483,576

港区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年２月分）
59,154

港区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成２７年２月分）
31,587

港区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年２月分）
228,487

港区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年２月分）
31,185

港区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成２７年２月分）
16,652

港区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
110,033

港区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
13,460

港区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 港区役所庁舎受水槽・雑用水槽清掃及び水質検査業務経費の支出について
7,187

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【地活協・3月分】
42,812

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【コミ協・3月分】
265
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港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・3月分】
55,581

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・3月分】
261

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【コミ協・3月分】
147

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【地活協・3月分】
47,295

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・3月分】
63,961

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【コミ協・3月分】
373

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【地活協・3月分】
66,727

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・3月分】
359

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【地活協・3月分】
25,413

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・3月分】
46,039

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【コミ協・3月分】
248

港区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・3月分】
319

港区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 事務用輪転機修繕業務にかかる経費の支出について
17,280

港区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 衆議院議員総選挙にかかる市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
600

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
47,910

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用輪転機トナーの購入経費の支出について
47,952

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
1,765

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（平成２７年３月分）
2,702

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（平成２７年３月分）
1,679

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（平成２７年３月分）
3,814

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年２月）
82

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支出について（平成２７年３月分）
1,455

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（平成２７年３月分）
2,702

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年２月）
4,018

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年２月）
5,195

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ＩＰ電話使用料の支出について（平成２７年３月分）
21,018

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度第３回港区区政会議議事録作成業務にかかる支出について
25,920

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（平成２７年２月分）
52,162

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口案内従事者派遣業務委託にかかる支出について（平成27年2月分）
162,394

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 各担当事務用大判プリンターの購入経費の支出について
254,880

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
82

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年２月分）
2,388

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年２月分）
5,576

港区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年２月分）
1,804

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（ドライブレコーダー）の購入経費の支出について
7,452

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（デジタルカメラ）の購入経費の支出について
25,034

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（防犯啓発用ポケットティッシュ）の購入経費の支出について
41,580

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（平成27年2月18日大阪市立池島小学校ＰＴＡ実施分）
8,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（安対被服）の購入経費の支出について
65,880

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務用啓発物品の購入経費の支出について
89,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業によるのり付けパネル外4点の購入経費の支出について
53,352

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害対策強化事業におけるアルファ化米外3点の購入経費の支出について
181,699

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども見守り隊活動に対する支援事業用消耗品の購入経費の支出について
42,120

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発事業用消耗品（青パト用マグネットシート）の購入経費の支出について
5,248

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用消耗品（交通指導員用キャップ）の購入経費の支出について
25,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（平成２７年２月分）の支出について
1,033

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬（平成26年10月～平成27年3月分）の支出について
144,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中１ギャップ問題の解決に向けたパイロット事業にかかる「教育フォーラム」チラシの印刷経費の支出について
56,700
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区地域防災計画(災害時対応マニュアル)印刷に係る同経費の支出について
706,233

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区校庭等の芝生化事業補助金(施工）の支出について（築港中学校）
1,647,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（２月分）
65,601

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道43号車いす横断支援及び放置自転車対策事業の実施経費の支出について（２月分）
72,127

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課(まち魅力創造)事務用消耗品の購入経費の支出について
99,846

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課(まち魅力創造)事務用消耗品の購入経費の支出について
78,894

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 附設会館設置AED(自動体外式除細動器)　賃借料の支出について(長期借入)　２月分
12,096

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 港区校庭等の芝生化事業補助金（施工）の支出について
6,636,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全推進事業用消耗品（ケント紙等）の購入経費の支出について
12,139

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（２月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災活動支援事業における地域防災計画作成編集業務委託にかかる同経費の支出について(Ｂ２版)
237,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 国勢調査関係事務にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
480

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　大阪市港区築港・天保山エリア魅力パワーアップ事業業務委託先選定会議にかかる選定委員謝礼の支出について
49,715

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区築港・天保山魅力再発見創出講座(平成27年3月16日実施)にかかる講師謝礼の支出について
22,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課（まち魅力創造）事務用缶バッジ作成キットの購入経費の支出について
40,932

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年２月分）
336,440

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年２月分）
400,131

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年２月分）
136,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度２月分）の支出について
697

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度２月分）の支出について
1,394

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度２月分）の支出について
36,264

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度２月分）の支出について
2,005

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業用料金後納郵便（平成２６年度２月分）の支出について
82

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）３月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
177,145

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）３月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
8,857

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
950,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年２月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
1,230,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月審査分国民健康保険にかかる療養費（退職）の支出について
47,498

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
76,666

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
186,002

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
399,914

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業にかかる出生時記念品（ガーゼタオル）の購入経費の支出について
124,200

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月審査分国保療養費（一般）口座不能分の支出について
4,956

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
74,735

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成27年1月分）の支出について
5,006,023

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
75,916

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
492

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
400,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
2,040

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
92,829

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
900

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
485,225

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
393,153

港区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
240,013
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
83,658

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（平成２６年４月～平成２７年１月分）
542,100

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（５件）
1,067,192

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２７年３月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年３月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
11,350

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,772

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
28,700

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
11,269

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１月分）
2,570

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
137,074

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,836

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,660

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
275,278

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
275,138

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
37,896

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,330

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
35,203

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
33,530

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
41,200

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
165,981

港区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（１月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,368

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１２件）
100,590

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
12,116

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊娠検査代の支出について
120

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
5,088

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
37,546

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
1,577

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具４件　住宅改修４件）
84,069

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,760

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（７件）
37,330

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
2,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
1,920

港区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
8,596

港区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
40,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
22,410

港区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会会議用飲料の購入経費の支出について（２月～３月開催　９２名分）
8,553

港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
92,124

港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
20,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
4,860
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
10,860

港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
44,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる訪問看護利用料の支出について（１件）
4,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　丸イスの購入経費の支出について
3,476

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　丸イスの購入経費の支出について
15,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,756

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,094

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
224,860

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
3,132

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
6,274

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
44,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（８件）
19,740

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　丸イスの購入経費の支出について
14,788

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（２月１２日実施分）にかかる講師報償金の支出について
4,860

港区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（２月１２日実施分）にかかる講師報償金の支出について
6,200

港区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
20,850

港区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（４件）
866,770

港区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
1,080

港区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
3,240

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（２月２４日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
9,352

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
49,680

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
79,750

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
157,971

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（５件）
18,280

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
11,176

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
11,240

港区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
438,060

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 港区地域福祉活動推進事業委託先選定会議にかかる報償費の支出について
49,375

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（２月支払分）
23,398

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（２月支払分）
22,803

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
22,214

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について
99,060

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
259,166

港区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２７年２月１９日審査決定分）
113,282

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,685

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,728

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,807

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
281,388

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
146,630

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
264,530

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,750

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
5,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
14,900

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,060

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
36,460

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
500

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
14,439

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
1,366

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊娠検査代の支出について
1,280

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
11,490

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件　住宅改修１件）
12,302

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（５件）
10,250

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（４件）
17,220

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
5,420

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
9,480

港区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年３月分消耗品費（通常保育）の支出について（追加配付分）
40,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ペアレントメンター事業用消耗品（カラーインデックス外６点）の購入経費の支出について
8,462

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
6,760

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
4,920

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
2,916

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
350

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,195

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,449

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
299,991

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付費事業用給付金の支出について
300,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
45,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
20,960

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,376

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
610

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（２月１９日実施分）にかかる講師報償金の支出について
6,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
324

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
596

港区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２７年２月１０日審査決定分）
1,187,146

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２７年２月１０日審査決定分）
391,971

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（７件）
65,198

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
253,040

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
32,785

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
36,993

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
24,660

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
678,360

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
217,540

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 栄養指導事業　中心温度計の購入経費の支出について
1,296

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる２月分講師料の支出について
10,440

港区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２７年２月１０日審査決定分）
164,375

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民健康アップ事業にかかる足指力測定器の購入経費の支出について
48,168

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,809
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,120

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,570

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,298

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,206

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
26,244

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
20,520

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
139,320

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
8,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
7,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
16,074

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
64,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（５件）
382,032

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
6,955

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）医療・生業扶助費
500,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年３月分）医療・生業扶助費
500,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
86,922

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
48,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
167,565

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
13,300

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成27年3月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座用にかかる油性ボールペン外９点の購入経費の支出について
20,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
343,280

港区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用にかかる油性ボールペン外９点の購入経費の支出について
12,902

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（３月１０日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわっ子すくすくスタート事業用消耗品(デスクマット)の購入経費の支出について
16,848

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 要保護児童対策地域協議会事業用消耗品(ダブルクリップ外１２点)の購入経費の支出について
21,805

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
18,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
18,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,680

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,861

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,815

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
38,660

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム入所者の死亡にかかる葬祭費の支出について
169,529

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年４月分）
32,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分代の支出について（２件）
256,932

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年４月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
237,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年４月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年４月分）
700,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年４月分）
4,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
2,503

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
2,354
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
183,941

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,130

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,370

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
4,132

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,840

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
37,720

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（７件）
120,030

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
103,554

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について
43,200

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
9,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
15,460

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,120

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
10,530

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
13,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
15,865

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
1,140

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
929

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
1,901

港区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　ラミネートフィルム外40点の購入経費の支出について
16,103

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業にかかるみなりん運動手帳の印刷経費の支出について
116,640

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,544

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,976

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,093

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
90,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
287,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について
73,440

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
1,365

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
2,862

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
275,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（みなし２号）の支出について（住宅改修１件）
179,280

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件　住宅改修１件）
21,525

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
19,200

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
8,260

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
2,100

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第3回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所キングダム・キッズ磯路運営業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
2,308,920

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　きららもとまち保育園に係る業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
942,900

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママ　風の丘保育園に係る業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
1,130,450

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所に係る業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
1,135,750

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
40,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年３月分給間食費の支出について
1,515,900

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（２月２７日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,220

港区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 母親教室用及び地域ふれあい子育て教室用にかかるおむつ交換台の購入経費の支出について
25,560
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 港区地域福祉活動推進事業業務委託料の支出について
380,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
29,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
100

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
38,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２月分）
166,165

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
5,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
12,300

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
625,064

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母親教室用及び地域ふれあい子育て教室用にかかるおむつ交換台の購入経費の支出について
63,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用カラーユニットマットの購入経費の支出について
38,880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
1,110

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
880

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
1,870

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
320

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（ＭＳボイスコール用ロール紙外１４点）の購入経費の支出について
53,498

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,040

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
574

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第4四半期分）
1,075,775

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入経費の支出について
65,889

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入経費の支出について
6,413

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者虐待業務にかかる市内出張交通費（平成２６年１１月～平成２６年１２月分）の支出について
2,160

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉担当職員研修会にかかる市内出張交通費（平成２６年１１月・平成２７年２月分）の支出について
560

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 区自立支援協議会にかかる市内出張交通費（平成２６年１１月分）の支出について
2,580

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 総合支援事務用消耗品（リングファイル外７点）の購入経費の支出について
24,300

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
11,986

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
53,877

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
14,941

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
123,348

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,349

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
164,700

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
871,311

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,150

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,919

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
20,350

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
180,490

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
289,542

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
263,802

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
35,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
202,982

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,937

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,000

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,216

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,414
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港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
90,180

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
74,828

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
276,209

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
1,120

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
960

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
1,376

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,540

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,280

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,520

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
6,250

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
344,193

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
34,450

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について
20,600

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊娠検査代の支出について
5,060

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
90,504

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（６件）
109,679

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
5,240

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について
8,400

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
15,420

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
391,302

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
338

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
15,603

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
42,208

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
129,693

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
5,294

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第4四半期分）
1,025,775

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入経費の支出について
22,871

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務及び医療助成事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入経費の支出について
21,963

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
246

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
46,078

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
11,768

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
15,606

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金説明会にかかる市内出張交通費（平成２６年１１月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
69,363

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２７年２月分）
5,181

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（３月４日実施分）にかかる講師報償金の支出について
7,100

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業にかかる市内出張交通費（平成２６年１２月・平成２７年２月分）の支出について
720

港区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待業務にかかる市内出張交通費（平成２６年１０月～平成２７年２月分）の支出について
5,820

大正区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（１月使用分）
3,814

大正区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（１月使用分）
21,018

大正区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（１月分）
169,860

大正区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１月分）
22,844

大正区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
839,724

大正区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月分）
106,928

大正区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（１月分）
45,667
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大正区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（自転車　外１点）
283,200

大正区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（自転車　外１点）
11,000

大正区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（１月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙にかかるタクシー経費の立替払いについて
4,300

大正区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
451,699

大正区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
46,609

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（２月使用分）
3,036

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ものづくり事業用等物品の購入にかかる経費の支出について
22,194

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ものづくり事業用等物品の購入にかかる経費の支出について
10,346

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ものづくり事業用等物品の購入にかかる経費の支出について
230,753

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用スイッチングハブの購入経費の支出について
4,903

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,010

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成27年3月号）全戸配布業務委託にかかる経費の支出について
318,254

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区庁舎設備維持用備品の購入にかかる経費の支出について（ワイヤレスマイク）
168,480

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサス調査員報酬の支出について
18,290

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
164

大正区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,886

大正区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月使用分）
60,690

大正区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月使用分）
594

大正区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月使用分）
1,026

大正区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月使用分）
126,896

大正区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（3月号）印刷にかかる経費の支出について
369,360

大正区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（3月号）企画編集業務委託の経費の支出について
285,120

大正区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査調査員報酬の支出について
447,096

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務にかかる経費の支出について
9,585

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用住宅地図の購入にかかる経費の支出について
9,720

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市大正区役所４階和室における畳の購入について（畳新調　外２点）
207,360

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（トナーカートリッジ　外３点）
312,120

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所自動扉開閉装置修理作業における経費の支出について
351,000

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所非常用発電機修繕工事における経費の支出について
367,200

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（2月分）の支出について
140

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（2月分）の支出について
2,870

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用料金受取人払郵便料金(2月分)の支出について
6,596

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,004

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議用等後納郵便料金（2月分）の支出について
71,989

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内窓口業務従事者派遣にかかる経費の支出について（２月分）
169,860

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
315,900

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 受水槽清掃・水質検査作業業務委託に係る経費の支出について
75,600

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務にかかる経費の支出について
67,095

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所樹木等剪定業務にかかる経費の支出について
480,600

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
3,991

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（２月分）
410

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,380

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃貸借長期継続契約にかかる経費の支出について（２月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（２月分）
21,060

大正区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所トイレの不具合にかかる修繕工事にかかる経費の支出について
144,720
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大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（レインスーツ　外３点）
22,237

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用消耗品（投票箱）の購入にかかる経費の支出について
346,680

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用備品の購入にかかる経費の支出について（脇机　外１点）
194,346

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（２月及び３月請求分）の支出について
1,118

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（２月分）の支出について
4,950

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（２月使用分）
21,018

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（２月使用分）
3,814

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
984

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,864

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大正区校庭等の芝生化事業補助金の交付について
2,395,008

大正区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,178

大正区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１月依頼分）
14,000

大正区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１２月依頼分）
18,144

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西・南恩加島）
12,900

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１月分）
25,800

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業ほか３事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
600

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業ほか３事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
66,205

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業ほか３事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
7,530

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業ほか３事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
3,500

大正区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正会館他1施設玄関アプローチ改修工事緊急対応による公共交通機関運行時間外のタクシー帰宅に係る経費の支出について
6,700

大正区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用自転車パトロール用プレートほか１点の購入について
85,665

大正区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１月依頼分）
18,050

大正区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品購入にかかる経費の支出について
141,458

大正区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（下半期分）
168,000

大正区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用啓発クリヤーホルダー購入にかかる経費の支出について
90,720

大正区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
640

大正区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
584

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
1,804

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
686

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
266

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
615

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外５事業）
3,772

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区・西区・浪速区タイアップ　水辺空間を活かしたまちづくり魅力向上事業業務委託にかかる経費の支出について
2,422,000

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区・西区・浪速区タイアップ　水辺空間を活かしたまちづくり魅力向上事業業務委託にかかる経費の支出について
2,422,000

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について(２月分)
252,966

大正区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区・西区・浪速区タイアップ　水辺空間を活かしたまちづくり魅力向上事業業務委託にかかる経費の支出について
2,422,000

大正区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（２月分）の支出について
4,740

大正区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（１月依頼分）
17,949

大正区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民協働による魅力活性化事業「40年後の同窓会」広報用チラシ・ポスターの印刷に係る経費の支出について
29,160

大正区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１４ファイナル開催に係るPA（音響）及び審査員報酬の支出について
77,400

大正区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民協働による「音楽のあふれるまち大正」推進事業に係る盾の購入について
14,040

大正区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民協働による魅力活性化事業「４０年後の同窓会」実施に伴う卓上用花飾りの購入に係る経費の支出について
22,680

大正区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（２月分）
12,310

大正区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
117,542

大正区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用ワイヤーロック購入にかかる経費の支出について
105,840

大正区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用防犯ブザー購入にかかる経費の支出について
234,900

大正区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（２月分）
55,900
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大正区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区民ホール音響設備点検にかかる経費の支出について
84,240

大正区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立大正会館管理運営業務の業務代行経費の支出について(第３四半期分)
6,947,845

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（３月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成27年1月分)
4,971

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
2,120

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
2,153,778

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
186,013

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査返信用郵便切手の購入にかかる経費支出について
19,500

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
550,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,004,224

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年12月分)
800

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成26年12月分)
1,240

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
467,463

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報・戸籍）における一般事務用書籍の購入について
7,992

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
150,159

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
562,349

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
78,445

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年2月分)
6,378

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
1,640

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年2月分)
111,926

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年2月分)
493,508

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年2月分)
55,637

大正区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年2月分)
23,474

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－153
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－81
55,439

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－152
45,315

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－160
21,169

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-166
30,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,945

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
24,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,422

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
44,740

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
9,370

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
43,410

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
128,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
32,730

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－154
55,439

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－158
147,620

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,712
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大正区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（文書料）の支出について
4,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－163
100,984

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－155、22－156
325,745

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
99,655

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
4,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
84,668

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
32,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,920

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－159
15,510

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－139
91,595

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－121
256,554

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－128
183,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－161
18,340

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
1,843

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
1,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（1月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
32,874

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
9,270

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
1,273

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
763

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
2,545

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
3,902

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,132

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,155

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,409

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
48,841

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
26,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
73,585

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
2,376

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,605

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－165
4,233

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
13,980

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
58,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
44,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,250

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
16,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
2,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
244,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
210,252
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大正区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉関係業務にかかる消耗品購入経費の支出について
52,743

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
25,728

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかる消耗品購入経費の支出について
57,888

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月追加分）
40,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
648

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－29
153,835

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－166
16,558

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-171
51,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
53,735

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
43,201

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
7,452

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）の支出について
1,150

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-161
30,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-18
154,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,028

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
19,064

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－167
1,676

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－170
5,659

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,549

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
2,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
300

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
800

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
5,140

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
41,621

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
16,720

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用水性マーカー外１９点の購入について
1,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
49,755

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
89,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
112,056

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
87,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
243,647

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
41,238

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
171,132

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
145,284

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
81,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
69,160

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,052

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220
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大正区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（高齢）事業用の消耗品購入にかかる経費の支出について
38,610

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
745

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
351

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－32
16,034

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－150
45,797

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1080
21,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2/19支出分)
1,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
65,625

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
16,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,090

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
38,146

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 食育推進ネットワーク会議における研修会の講師謝礼経費の支出について
9,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（３月分）
1,403,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成27年4月～9月分）
324,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
868

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業業務委託事業者選定会議」（３月５日開催予定）選定委員にかかる報償金の支出について
51,555

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
68,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,305

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
170,384

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
82,403

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
38,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１０～１月分）
2,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１０～１月分）
6,870

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－140(償還払い)
38,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－168
44,712

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－151
226,682

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-174
45,730

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その８
45,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（２月分）
180,510

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（２月分）
9,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（２月分）
46,911

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（２月分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,552

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１０～１月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１０～１月分）
960

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（１０～１月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（２月分）
135,508

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（３月２５日支払分）
822,001

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（３月２５日支払分）
50,275

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループにかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
1,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,360

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
97,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
48,623

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
27,500,000
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大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
12,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
450,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
44,693

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
68,328

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
357,479

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
46,387

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
4,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（３月２５日支払分）
140,125

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について　その３（内１件代理受領方式）
14,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第４四半期分）
875,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-162
90,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材代）の支出について
33,971

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度第3回コホート検討会にかかる協議会等の講師謝礼経費の支出について
11,360

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第４四半期分）
829,350

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（２月分）
810

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（２月分）
1,920

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（２月分）
390

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（２月分）
2,980

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児健康診査等用ベッドの購入にかかる経費の支出について
69,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,266

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
32,870

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業所設置運営業務委託経費の支出について（２月分）
1,082,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用食糧費の支出について（１月～３月分・１４４名）
14,774

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
54,547

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,486

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,018

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,248

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
52,101

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,553

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,428

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,904

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
5,180

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
1,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
4,278

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
61,189

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
150,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,923
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大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
150,118

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,930

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,552

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,722

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
14,036

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,214

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,215

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
13,157

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
40,880

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
5,524

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,935

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,394

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成27年4月～9月分）
540,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
26,376

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,852

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
14,461

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
7,668

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成２６年度　大正区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議（平成27年2月20日開催）にかかる講師謝礼の支出について
18,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
205

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
250

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
333

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
550

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域包括健康講座事業用消耗品購入経費の支出について
319,820

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
430

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 健康教育事業用医療機器購入経費の支出について
383,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について　その９
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
85,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年2月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
21,282

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
3,408

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年2月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
343,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
11,722

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,941

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,882

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,165

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
5,953

大正区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域包括健康講座事業用消耗品購入経費の支出について
51,095

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用証明書発行システム用通信回線使用料の支出について（１月分）
3,814

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（１月分）
21,018

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理用天王寺区役所１階宿直室エアコン取替工事契約にかかる経費の支出について
258,120
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天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１月分）
33,285

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 天王寺区保健福祉センターの窓口整備事業用庁内情報端末移設工事にかかる経費の支出について
561,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）（２回目）
2,695

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理用天王寺区役所ノートパソコン修繕業務委託契約にかかる経費の支出について
144,020

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）（２回目）
15,000

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（２月分）
4,464

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
376,020

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
19,980

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（２月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（２月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成27年2月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度 天王寺区役所・保健福祉センター分館自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（１０月～３月分）
121,500

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用天王寺区役所１階宿直室横仮眠室エアコン据付工事にかかる経費の支出について
277,560

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２７年３月号分）
409,500

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
374,414

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区役所企画総務課（広聴広報）における事務用具の購入及び所要経費の支出について
9,450

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２７年３月号分）
344,332

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス　モデル事業）業務委託経費の支出について（２月分）
233,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（２月分）
300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（２月分）
17,592

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
190,549

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
56,224

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
37,023

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
9,550

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　衛生害虫防除作業にかかる経費の支出について
41,040

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサス調査員報酬の支出について
41,530

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（２月分）
480

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度天王寺区広報紙企画編集業務委託業者選定における委員報酬の支出について
56,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター（区政評価員）へのアンケート調査の返送にかかる後納郵便料の支出について
14,744

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（２月分）
21,018

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用証明書発行システム用通信回線使用料の支出について（２月分）
3,814

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,669

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,439

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２７年３月号分）
57,654

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,150

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,854

天王寺区役所 企画総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,428

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成27年１月30日実施　真生幼稚園根っこの会）
22,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成27年１月23日実施　大江幼稚園ＰＴＡ）
12,400

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区起業家支援事業『Hack!天王寺』寺ハッカソン審査会における審査員報酬について
46,360

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（平成26年10月～27年３月分）
110,400

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度真田山小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／４開催分）
4,300

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度聖和小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／１４開催分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／７開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度真田山小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／４開催分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（２月分）
85,500
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天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務にかかる経費の支出について（２月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市天王寺区地域活動協議会補助金の支出について（桃丘地域活動協議会）
76,912

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
8,398

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
11,916

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
7,560

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺区民センター男子トイレ１・２階小便器自動洗浄部改修工事にかかる経費の支出について
375,840

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度桃陽小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／２１開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（２／２４、２５開催分）
12,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区コミュニティ育成事業にかかる公募型企画提案における業者選定委員会の委員報酬の支出について
22,120

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　賞賜金 天王寺区起業家支援事業『Hack!天王寺』ビジネスプランコンテスト2015における受賞者への賞金の支出について
150,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営用大阪市立天王寺区民センター衛生害虫防除作業業務にかかる経費の支出について
19,440

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　賞賜金 天王寺区起業家支援事業『Hack!天王寺』寺ハッカソン審査会における 優秀賞グループへの賞金の支出について
100,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
140

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
1,192

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
832

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
800

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
738

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
1,025

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
13,470

天王寺区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年２月分）
7,296

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について３月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について３月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２７年１月分）
6,094

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２７年１月分）
6,093

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
88,480

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
3,138

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金用キャビネット外１点の購入にかかる経費の支出について
15,545

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金用フラットファイル外２８点の購入にかかる経費の支出について
39,087

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金用キャビネット外１点の購入にかかる経費の支出について
10,375

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年２月分国民健康保険療養費等の支出について
324,242

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
4,800

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢者医療制度用プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
34,992

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢者医療制度用プリンタートナーの購入並びに同経費の支出について
38,880

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
15,600

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１月分）
5,395,254

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（１月分）
733,386

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２７年２月分）
7,842

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２７年２月分）
7,842

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
315,150

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 窓口サービス課住民登録窓口受付用住宅地図の購入経費の支出について
9,720

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月分国民健康保険療養費等の支出について
246,810

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
7,655

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
55,974

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
420
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（２月追加分）の支出について
480

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
454,683

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年２月分）
58,747

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
800

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
59,510

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者保険事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年２月分）
10,583

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
26,675

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出ついて（２月分）
2,791,870

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
79,777

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出ついて（２月分）
341,965

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,272

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２７．１月分）
1,761

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
182,393

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成27年3月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年3月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費事業用医療費の支出について　（１２月分）
830,465

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,074

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
73,736

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
204,174

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,489

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
575,519

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
197,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
90,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について
122,433

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（１月分）
33,753

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（胸椎装具）の支出について（２月分）
31,282

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
1,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 要保護児童対策地域協議会事業用クリップボード他１２点の購入ならびに支出について
22,975

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（１２月分）
172,742

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（１２月分）
14,533

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区地域福祉アクションプラン事業用マーカー（黒）外５点の購入経費の支出について
18,166

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,903

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
169,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
159,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,588

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
53,410

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
6,694

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
6,440
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（１月分）
2,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（１月分）
49,532

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について(１月分）
9,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１，２月分）
1,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について
150,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について（２月決定分）
63,845

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,790

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
39,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
71,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
48,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,878

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
4,374

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,670

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
41,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助の支出について（２月分）
13,479

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（１月分）
12,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（１，２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（２月分）
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議のおける講師謝礼の支払いについて
14,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業における子育て情報博覧会にかかる講師謝礼の支出について
55,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
560

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
1,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
3,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
1,340

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２６年７月～平成２７年１月分）の支出について
1,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
7,344

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
59,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
4,774

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
4,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について
29,619

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(１月分)
21,500
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業における子育て情報博覧会にかかるボランティア謝礼の支出について
15,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
216,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,147

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,808

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度第４四半期分民生委員・児童委員費用弁償の支出について
733,625

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
5,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２７年２月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
81

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　食糧費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
807

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,857

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
685

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度第４四半期分民生委員・児童委員費用弁償の支出について
691,125

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
11,489

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年１月分２月分）
10,309

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
31,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
1,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
7,766

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
5,479

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（２月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（２月分）
24,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（２月分）
221,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成26年２月分）の支出について
1,990

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費（平成26年２月分）の支出について
1,518

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,289

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,602

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,853

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,676

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
542,239

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
121,987

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
96,887

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
6,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,608

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
14,180

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
7,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費の支出について（２月分）
36,982
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
16,549

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
28,633

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（両足底装具・胸椎装具）の支出について（２月分）
90,808

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（平成２６年８月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２６年度母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
410,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２７年１月分）
51,498

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
111,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
142,448

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,693

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【ＴＯＴ保育ママ　2月分】
1,140,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【保育ママあかつき　2月分】
1,096,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる図書購入経費の支出について
6,912

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
280,869

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度生活保護事務における被保護者親族への面会にかかる経費の支出について
2,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２６年度生活保護事務における被保護者親族への面会にかかる経費の支出について
2,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託経費の支出について【石ヶ辻プリメール　2月分】
2,060,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の業務委託経費の支出について【かのん保育ママ　2月分】
1,079,897

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 天王寺区保健福祉センター窓口整備事業用レイアウト変更にかかる端末移設等業務委託経費の支出について
302,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
17,828

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
3,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,149

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
19,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越し）の支出について（２月分）
103,572

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費（２月分）の支出について
32,218

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
45,524

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
33,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費・校外活動費の支出について（２月分）
32,495

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
23,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
40,676

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
18,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（２月分）
49,533

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（平成２６年７，９月分、平成２７年１月分）
16,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・更新料の支出について（平成２６年７月分）
2,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（３月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（３月分）
22,454

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡レンズ）の支出について（２月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
2,160
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
1,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について(２月分）
2,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（胸椎装具）の支出について（１月分）
65,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（２月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（２月分）
259,536

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　就労自立給付金の支出について
37,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（１月分）
701,684

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担）医療費助成事業用医療費の支出について　（1月分）
310,353

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
2,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
9,726

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
11,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１，２月分）
9,037

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（２月分）
240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　作業所（チャレンジライフ）の移送費の支出について（２月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
6,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（１月、２月分）
7,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車・バス）の支出について（２月分）
1,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（腰椎装具・足関節装具）の支出について（１，２月分）
66,233

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
1,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（1月分）
152,332

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（1月分）
18,659

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 天王寺区保健福祉センター定例事業案内の印刷及び同経費の支出について
9,936

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２７年２月分）
305,790

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年3月　追加分）の支出について
40,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成27年3月）の支出について
1,486,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事業用　自転車の購入にかかる経費の支出について
110,808

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
6,048

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
18,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
2,008

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
6,758

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（２月分）
83,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（１２月分）
490

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　大阪市若者自立支援事業に参加するための交通費の支出について（１１，１２，１月分）
6,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（２月分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（腰椎装具）の支出について（１月分）
65,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料・画像診断料の支出について（１２月分）
13,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（３月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（メガネ）の支出について（３月分）
22,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（３月分）
18,100
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（３月分）
228,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（２月分）
213,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（３月分）
234,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用　ペーパータオル外５点の購入にかかる経費の支出について
14,677

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（２月分）の支出について
1,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 血管年齢測定用　カラーコピー用紙外４点の購入にかかる経費の支出について
13,068

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
4,346

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２７．２月分）
1,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
5,084

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(２月分)
38,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２７年２月分）
114,266

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
288,734

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領承認）
247,740

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
98,973

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
63,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
104,966

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,632

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
160,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
45,048

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
8,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・２月分）
133,837

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・２月分）
50,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
18,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　地方自治法施行令第１５９条戻入金還付金の支出について（平成２６年６月分）
39,851

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（２月分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　地方自治法施行令第１５９条戻入金還付金の支出について（平成２６年６月分）
12,839

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（浴槽用いす）の支出について（３月分）
1,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（２月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
1,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産費の支出について（２月分）
29,590

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
580

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
328

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
386

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる報償金の支出について
9,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師事務用　再生紙ノート外４件の購入にかかる経費の支出について
6,868

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
574

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
410
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（２月分）
18,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（２月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（２月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
4,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
120,309

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
1,298

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
41,684

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
37,216

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
19,762

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
656

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（２月分）にかかる支出について
5,494

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
15,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
5,510

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
13,646

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
2,704

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成27年２月分）
9,944

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成27年２月分）
2,716

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
17,326

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
1,202

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成27年２月分）
175

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について(平成27年1月分）
4,259

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（１月分）
91,065

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺」事業実施にかかる啓発物品の購入にかかる経費の支出について
68,040

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺事業　イベント看板（等身大パネル）、メッセージボードの購入にかかる経費の支出について
67,392

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺」事業　チラシの印刷にかかる経費の支出について
39,285

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域における自助・共助力向上支援事業　「天王寺地域　わが家の防災マップ」「桃丘地域　我が家の防災マップ」印刷にかかる経費の支出について
426,600

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 収容避難所整備事業　災害用移動式救助工具セットほか１点（天王寺区役所）買入にかかる経費の支出について
345,708

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 収容避難所整備事業　災害用移動式救助工具セットほか１点（天王寺区役所）買入にかかる経費の支出について
181,494

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺事業」実施にかかる必要物品の購入にかかる経費の支出について
48,550

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ27年２月分）
3,993

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
4,320

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（２月分）
88,128

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こどもの防犯に向けたまちづくり事業にかかる防犯カメラの電柱使用料（平成２７年１月～３月分）
1,296

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２７年２月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさいin四天王寺」プログラム印刷にかかる経費の支出について
58,320

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「遊びながら防災を学ぼう～あそぼうさい in 四天王寺事業～」実施にかかる炊出し食材等の支払いについて
145,886

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について（平成27年2月分）
4,195

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
509

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
82

天王寺区役所 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
2,050

浪速区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年1月分）の支出について
3,814

浪速区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年1月分）の支出について
21,018

浪速区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（敷津小学校１月分）
8,768

浪速区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（敷津小学校１月分）
10,908

浪速区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（塩草立葉小学校１月分）
3,776

浪速区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成27年2月分）の支出について
10,800
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浪速区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議音声データ反訳及び会議録作成業務（2月2日分）経費支出について（契約額確定）
26,730

浪速区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年1月分）の支出について
12,034

浪速区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（ダブルクリップ外）の購入経費の支出について
46,386

浪速区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる指導員報酬に支出について
34,250

浪速区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報償金の支出について（６名分）
286,534

浪速区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報償金の支出について
26,380

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
3,510

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎管理用傘袋自動装着器の購入経費の支出について
40,932

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙システム（住基端末）用プリンタートナー等の購入経費の支出について
315,414

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
840

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（2月分）
2,989

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について(平成27年2月分)
11,710

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託の実施経費の支出について(平成27年2月分)
218,808

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について(平成27年2月分)
430,992

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について
27,528

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について(平成27年2月分)
167,859

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
30,348

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所庁舎管理用傘袋自動装着器の購入経費の支出について
252,720

浪速区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙常時事務用ＥＩカートリッジ外2点の購入経費の支出について
36,673

浪速区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校２月分）
57,976

浪速区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用輪転機インク外3点の購入経費の支出について
373,680

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年2月分）の支出について
720

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理事務用　1階カウンターパーテーション及びカタログラックの購入経費の支出について
373,204

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成26年度（平成27年3月号）浪速区広報紙新聞折込広告業務に係る経費の支出について
133,353

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 簡易専用水道水質検査業務の実施経費の支出について
8,000

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（2月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　平成26年度（27年3月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
527,163

浪速区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成27年2月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年2月分）の支出について
13,968

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カッティングマシン外4点の購入経費の支出について
145,692

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所庁舎管理用貯水槽・汚水槽清掃及び水質検査の実施経費の支出について
143,640

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費及び同経費の契約変更について（1月分）
4,583

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費及び同経費の契約変更について（2月分）
4,583

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 カッティングマシン外4点の購入経費の支出について
128,822

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年2月分）の支出について
720

浪速区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務における不在者投票用紙等送付用レターパック510の購入及び同経費の支出について
15,300

浪速区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年2月分）の支出について
7,734

浪速区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年2月分）の支出について
7,508

浪速区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年2月分）の支出について
12,135

浪速区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年2月分）の支出について
142,869

浪速区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成26年10月分）の支出について
960

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用テレビ外7点の購入経費の支出について
129,600

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年2月分）の支出について
3,814

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年2月分）の支出について
82

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成27年1・2月分）の支出について
2,665

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（27年2月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年2月分）の支出について
780

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
27,574
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浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年2月分）の支出について
21,018

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年2月分）の支出について
1,500

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（平成27年3月号）配付業務に係る経費の支出について（契約確定）
54,147

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用テレビ外7点の購入経費の支出について
86,940

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課各種事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
574

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年2月分）の支出について
1,944

浪速区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年2月分）の支出について
738

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（３月分）の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（３月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用セキュリティーフィルター他１点の購入経費の支出について
58,536

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（３月分）の支出について　窓口還付確定分
65,205

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分）
5,630

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査用ビニールカバー付書類保存袋の購入経費の支出について
12,636

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費の支出について（平成２６年１月分）
5,150,520

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用品の購入経費の支出について
284,720

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用消耗品の購入経費の支出について
259,632

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入について（２月分）
10,400

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（２月分）
48,013

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成27年2月分）
240

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年3月支払分）
566,302

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成27年3月支払分）
150,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成27年3月支払分）
820,490

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年3月支払分）
21,597

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）レイアウト変更に伴う消耗品購入経費の支出について
74,958

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分）
14,339

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
57,657

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
89,343

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
43,470

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
17,766

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分）
42,474

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業にかかる物品購入経費の支出について
231,660

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（２月分）の支出について
13,631

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
16,858

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）における事務用消耗品購入経費の支出について
211,140

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
104,535

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,892

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
656

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
66,690

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
132,303

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
749

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
92,351

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
862,903

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
1,904

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
5,442

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
28,542

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
34,690

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業「浪速区新・観光ガイドブック」製作・印刷委託業務の経費の支出について
648,000
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浪速区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
347,976

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
198,720

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用遠赤外線パネルヒーター購入経費の支出について（１月分－２）
44,280

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市立浪速区民センター用会議用チェアーの購入経費の支出について
262,440

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用バレーボールネット等の購入経費の支出について（１月分）
246,100

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（２月分）の支出について
4,026

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（２月分）の支出について
2,600

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（２月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業（ＰＲ活動）にかかる鹿児島県への管外出張及び同経費の支出について
49,600

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業（ＰＲ活動）にかかる新潟県への出張経費の支出について
59,100

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(２月分）の支出について
324

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費(２月分）の支出について
2,480

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用トロフィー購入経費の支出について
7,022

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 浪速区民センターガラス割替え工事にかかる経費の支出について
201,960

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
144,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 浪速区まちづくり活性化事業「イベント特別優遇エリア（イベント得区）」にかかる諮問委員会委員報酬の支出について
21,200

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用ロール紙等購入経費の支出について
131,932

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業用物品の購入経費の支出について
93,682

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用ディンプルボール等購入経費の支出について（２月分）
104,400

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用・生涯学習ルーム事業用延長コード等購入経費の支出について（１月分－３）
5,724

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用・生涯学習ルーム事業用延長コード等購入経費の支出について（１月分－３）
84,240

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用地図の購入経費の支出について
9,720

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度浪速区コミュニティ育成事業にかかる事業者選定委員報償金の支出について（平成27年３月５日実施分）
19,700

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成27年1月分）
10,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
2,710

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 Live Session 728にかかる横断幕の購入経費の支出について
8,500

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用デジタルカメラ等購入経費の支出について
68,472

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 Live Session 728運営委託業務業務の経費の支出について
216,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもカーニバル人権啓発用文房具の購入経費の支出について
24,948

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
54,270

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域ふれあいセミナーにかかる講師謝礼金の支出について（平成27年2月19日実施分）
19,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練実施事業用物品の購入経費の支出について
32,400

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年２月分）
1,493

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年２月分）
6,933

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用修正テープ等購入経費の支出について
57,706

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 人権啓発コーナーのガラス戸の修繕経費の支出について
46,440

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　カラーコーン外１点の買入経費の支出について
21,600

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全・憲法週間・落書き一掃運動にかかる街頭啓発用ポケットティッシュ等購入経費の支出について
201,960

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全・憲法週間・落書き一掃運動にかかる街頭啓発用ポケットティッシュ等購入経費の支出について
128,520

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業にかかる広報紙（恵美小・難波元町小）の作成経費の支出について
105,408

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 浪速区人権啓発だより第５８号の作成経費の支出について
83,927

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年２月分）
4,340

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
5,330

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年２月分）
2,624

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
984

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年２月分）
240

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,476

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
12,238
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浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,364

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年２月分）
1,460

浪速区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（２月分）
381,952

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１２月、平成２７年１月分の支出について
85,900

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２７年１月分の支出について
267,387

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
223,984

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・３月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・３月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（地域保健福祉推進事業用　１１月～１月分）
1,946

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（保健福祉センター事業用経費　１１月～１月分）
3,384

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（療育手帳事務用　１月分）
540

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい者虐待対応事務用　１２月分）
378

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（障がい程度区分認定調査事業用　１月分）
432

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１０８　３月支払分
233,845

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４０８外１件　３月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０６９１　３月支払分
18,230

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５７１　３月支払分
1,556

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（医療助成事務用　１２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（老人保護措置業務用　１２月～１月分）
1,588

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年１２月、平成２７年１・２月分の支出について
220,518

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（保育事務用　１１月～１２月分）
702

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（母子生活支援施設入所事業用　１月分）
432

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（児童扶養手当事務用　１１月分）
324

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（臨時給付金事務用　１１月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（介護保険事業用　１１月～１月分）
1,458

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（高齢者虐待事業用　１１月分）
378

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（成年後見（高齢）事業用　１２月～１月分）
784

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）平成２６年１０～平成２７年１月分の支出について
74,817

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師への報償金の支出について（平成27年2月分）
31,190

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１月分）
3,980

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１２５　３月支払分
45,525

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１月分）
840

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（１月分）
420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事業用消耗品経費の支出について
349,488

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０６１９外４件　３月支払分
68,534

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置業務にかかる葬祭措置費の支出について
24,746

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務用庁内情報利用パソコン修繕経費の支出について
109,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２～２月分の支出について
318,030

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１月分の支出について
306,565

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
2,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２７年２月分の支出について
383,881

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１、２月分の支出について
1,090,848

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－３）
1,952

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,288

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－３）
1,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,900

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２６年６、１０月～平成２７年１月分の支出について
409,896

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－３）
1,425

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分－３）
16,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
604

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
889

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
145,730

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター公用車にかかる道路運送車両法第６２条に規定する継続検査経費の支出について（諸費用分）
28,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター公用車にかかる道路運送車両法第６２条に規定する継続検査経費の支出について（諸費用分）
25,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分）
313,722

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８４８　３月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５６４外５件　３名分　３月支払分
133,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０５３５外１件　２名分　３月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１２・１月分の支出について
9,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１・２月分の支出について
192,120

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）１月分の支出について
18,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（２月分）
10,140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
5,605

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
3,697

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分）
120,244

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
28,120

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
1,177

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購入経費の支出について（２月２５日、３月分２６名分）
588

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１２６　３月支払分
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１１月分の支出について
20,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２７年１月分の支出について
22,069

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
232,624

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度第３回コホート検討会出席医師への報償金の支払いについて
11,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２７年２月１９日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１２～２月分の支出について
329,096

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１月分の支出について
3,207

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１２月～平成２７年２月分の支出について
148,074

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代）平成２６年７月、平成２７年１、２月分の支出について
156,186

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１２月分の支出について
227,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業用子育て相談外国語通訳報償金の支出について（平成２７年２月２３日、２７日分）
1,320

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 病気休職者の職場復帰後の医療機関受診同行による管外出張経費の支出について
1,590

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
2,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）１月分の支出について
4,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１０月～平成２７年１月分の支出について
150,740

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
4,538

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）１月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）１月分の支出について
26,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
233,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（就学支度資金）
359,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１３０　３月支払分
41,406

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００３２　３月支払分
10,734

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７９９外１件　３月支払分
35,600
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）平成２７年２月分の支出について
329,021

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,668

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,986

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,010

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
319,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１２９　３月支払分
79,962

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第１４１０２２００４９号　３月支払分
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００２１外１件　３月支払分
48,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０８１８　３月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１・２月分の支出について
350,097

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
104,760

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（給付制限による償還払い利用者10割負担分）７・８月分の支出について
103,693

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１１～２月分の支出について
172,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 支出命令第4906号の口座不能による再支出（ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について平成27年２月26日支払分）
1,977

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分）
3,079

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員費用弁償（第４四半期）の支出について
948,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
902,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１３１　３月支払分
17,816

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３３００１６　３月支払分
2,515

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３１２外１８件１７名分　３月支払分
307,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１２月、平成２７年１月分の支出について
101,422

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）平成２７年２月分の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 病気休職者医療機関受診同行による管外出張経費の支出について
1,480

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生活保護事務用品の購入経費の支出について
197,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１５５　３月支払分
51,840

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３３０外１３件７名分　３月支払分
251,767

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００８５　３月支払分
6,250

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０３２４外１１件１２名分　３月支払分
229,298

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００５０外３件　３月支払分
96,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
18,295

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
11,141

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
45,098

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
3,209

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
55,462

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
33,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
17,152

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
14,566

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１２月、平成２７年１月分の支出について
61,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
205,932

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２７年２月分）
168,490

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（３月分）の支出について
2,818,550

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（２）
12,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分の２）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１・２月分の支出について
167,917
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２７年１月分の支出について
61,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）２月分の支出について
43,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）２月分の支出について
243,880

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２７年２月分の支出について
55,121

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）２月分の支出について
5,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
1,620

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料）１０・１・２月分の支出について
62,580

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）１月分の支出について
6,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１月分の支出について
1,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）１月分の支出について
44,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）４・８・１０・１・２月分の支出について
57,880

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１１～２月分の支出について
110,970

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）1月分の支出について
2,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（診療情報提供料）1月分の支出について
2,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
231,320

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分の２）
3,218

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分の２）
2,127

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（ブックエンド外２４点）の購入経費の支出について
26,929

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（２）
3,061

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（２）
3,120

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当業務用消耗品（ブックエンド外２４点）の購入経費の支出について
30,615

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
144,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１２月、平成２７年１、２月分の支出について
154,108

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年２月分の支出について
1,257,196

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１３２　３月支払分
8,384

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１２８　３月支払分
61,308

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０２２０１３８　３月支払分
8,384

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）１２～３月分の支出について
239,960

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１１、１２月・平成２７年１月、２月分の支出について
134,977

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
36,463,063

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
17,605,581

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
487,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２６年９月～平成２７年２月分の支出について
256,193

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）２月分の支出について
2,658

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）1２月分の支出について
2,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
120,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２７年１～３月分の支出について
282,628

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
1,800,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
224,830

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（３月分）
10,140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・3月追加分）の支出について
60,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（３）
12,595

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（３）
10,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分の３）
2,916

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分②）
66,830

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１３６　３月支払分
35,039

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１３５　３月支払分
12,156
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１４１０３２０１３３　３月支払分
9,432

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１５２　３月支払分
198,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１３００４５　３月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１３０外１件　３月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２００８２　３月支払分
12,160

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７１５外５件３名分　３月支払分
93,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２７７外８件９名分　３月支払分
157,841

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０２８８外８件９名分　３月支払分
145,750

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２６年１２月～平成２７年２月分の支出について
65,232

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）平成２７年２月分の支出について
206,519

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２６年８～１２月、平成２７年１～３月分の支出について
388,319

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年２月分の支出について
237,096

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分の３）
7,770

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（３）
5,403

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について３月分（３）
3,930

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について３月分（３）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域子育てサポートネットワーク事業用ポスター・チラシの印刷ならびに同経費の支出について
59,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４９２外５件３名分　３月支払分
108,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０４２１外５件６名分　３月支払分
107,630

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１５７　３月支払分
9,180

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１３１０１２０７３４　３月支払分
17,365

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 施設入所面接の同行による管外出張経費の支出について
2,180

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
10,172

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
960

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,580

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１～３月分の支出について
358,469

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）２月分の支出について
1,636

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）１２～３月分の支出について
53,730

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）２月分の支出について
2,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
224,632

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業にかかる委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（３月１６日分）
13,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 仲間づくり・助け合い事業にかかる委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（３月１６日分）
17,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、庁用器具購入経費の支出について
37,260

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉課事務用消耗品、庁用器具購入経費の支出について
166,028

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分③）
196,286

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について
9,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について
9,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分）
154,532

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）平成２６年１２月～平成２７年２月分の支出について
150,051

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）２・３月分の支出について
284,767

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）２月分の支出について
2,820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）５・９・１０・１・２・３月分の支出について
135,620

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年２月分の支出について
222,680

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分③）
82,998

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分④）
37,930

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分②）
179,501
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年３月支払決定分②）
38,670

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、庁用器具購入経費の支出について
14,321

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護保険事業用介護認定審査会連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（３月５日開催分）
283,725

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護保険事業用介護認定審査会連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（３月５日開催分）
1,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 保健福祉センター事業用集団健診室床修繕経費の支出について
998,892

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター公用車にかかる道路運送車両法第６２条に規定する継続検査経費の支出について
139,256

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分追加）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
6,248

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
969

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
7,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
26,978

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
85,935

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,230

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
16,912

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,968

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
688

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
8,656

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
3,690

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
407,616

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
130,603

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２７年１、２月分の支出について
78,160

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２７年１、２月分の支出について
95,583

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）１～３月分の支出について
256,541

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２７年２、３月分の支出について
181,379

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）１２月分の支出について
26,350

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）１２月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年２月分の支出について
222,156

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年１月分の支出について
225,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分追加）の支出について
92

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
854

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,784

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分追加）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
246

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
30,194

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
13,656

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
97,104

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分追加）の支出について
386

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
2,278

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
39,139

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
492
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ７）平成２７年２月分
967,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業にかかる委託料の支出について（保育ママ事業所　あったかスマイル・なにわ）平成２７年２月分
928,020

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務の委託にかかる委託料の支出について「あい・あい保育園　桜川園」平成２７年２月分
1,570,430

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（保育ママ大きなじゃんぐる）平成２７年２月分
535,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,050

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
5,267

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
8,126

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（就学支度資金）
359,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,957

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
11,979

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
23,335

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
20,287

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
662

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
180,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,612

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,018

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について(平成27年1月分）
3,107

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
49,608

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,548,067

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成27年1月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
306,054

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人事総務課事務執行用ＯＡラベル外の購入にかかる経費の支出について
240,931

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用屋外チラシ配布ケースの購入に係る経費の支出について
323,190

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
546,091

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
96,369

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成27年3月号）
328,708

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 広報事業用西淀川区マスコットキャラクター「に～よん」着ぐるみの修繕業務料の支出について
86,400

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ケーブルテレビを活用した広報活動事業用、広報番組の再編集及び放送費の支出について
464,400

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成27年3月号）
350,730

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成27年3月号）
174,960

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
4,869

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
71,820

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年2月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
161,406

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
11,340

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画）用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,460

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅用タクシー代の支出について
20,660

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬の支出について
16,210

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分選挙事務・統一地方選挙）
82
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西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分選挙事務・統一地方選挙）
164

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,927

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　人事総務課分コピー代金の支出について
2,279

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　人事総務課分コピー代金の支出について
74,817

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 広報事業用西淀川区マスコットキャラクターエアー着ぐるみの修繕業務料の支出について
52,920

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度　第8回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
36,720

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用外国語版ホームページ用データの翻訳業務委託料の支出について
118,800

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成27年3月号）
74,692

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
10,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２７年２月分データ通信料の支出について
4,893

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
1,166,187

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
320

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
320

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　片面ホワイトボード案内板外の購入にかかる経費の支出について
205,871

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ポスターフレームの購入にかかる経費の支出について
104,684

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
49,016

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区広報紙企画編集業務選考委員会にかかる報償金の支出について
17,200

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,455,539

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　排気ガス排出装置ダクトホース修繕業務にかかる経費の支出について
32,184

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
4,565

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
373,298

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談・区政会議用後納郵便料金の支出について（平成26年2月分）
10,155

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
622

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民相談事業用FAX回線使用料の支出について(平成27年2月分）
2,899

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,026

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,370

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　一般事務用電話使用料の支出について
21,018

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
1,694

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
6,440

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成27年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
294,977

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙における投・開票所用物品（養生テープ外１９点）買入にかかる経費の支出について
150,341

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙における啓発物品購入にかかる経費の支出について
99,630

西淀川区役所 人事総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
266

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
456

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
9,185

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,363

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
280

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
4,910

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,074

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,252

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
227

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「いのちの授業」（御幣島小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
9,350

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習フェスタにかかる講師謝礼金の支出について
10,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「人権講演会」（出来島小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 津波対策事業用　西淀川区地域防災計画の製本作成費用の支出について
391,500

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年育成推進事業青少年健全育成大会記念講演会にかかる講師謝礼金の支出について
11,450

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用平成２７年２月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
517

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全推進事業用青色防犯パトロール車フロントタイヤ交換にかかる経費の支出について
19,267

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度PTA・社会教育関係団体対象学習会「命の授業」（出来島小学校PTA）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ推進委員にかかる報酬（平成26年度下半期分）の支出について
187,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
10,060

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 商店街にぎわい再生事業用、ＰＰＣカラー用紙（青）外９点の購入にかかる経費の支出について
55,217

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災事業用　ボランティア保険料（地域防災リーダー）の支出について
6,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「人推員・ＰＴＡ合同人権研修会（平成27年2月24日開催予定）」における講師謝礼金の支出について
10,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川緑陰道路一斉清掃事業用、化繊ほうきの購入にかかる経費の支出について
24,192

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 花と緑あふれるまちづくり推進事業にかかる花と緑のサポーター通信の作成にかかる経費の支出について
52,920

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、多肉植物外２点の購入にかかる経費の支出について
13,014

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、植物成長調整剤外22点の購入にかかる経費支出について
253,897

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、ゴム手袋外２３点の購入にかかる経費支出について
214,844

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（２月分・花緑、環境美化）
3,780

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（２月分・花緑、環境美化）
3,780

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
3,840

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用、ビブス外１点の購入にかかる経費支出について
81,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用、麻紐外14点の購入にかかる経費支出について
219,024

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 商店街にぎわい再生事業用　イベント周知チラシの作成にかかる経費の支出について（３月８日開催分）
77,760

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区放置自転車対策業務及び調査分析業務にかかる経費（2月分）の支出について
365,472

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 商店街にぎわい再生事業用、のぼりの購入にかかる経費の支出について
39,960

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（２月分）の支出について
6,534

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業にかかる新スペース用本棚等の購入にかかる経費の支出について
193,924

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２７．２月分）の支出について
1,010

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 商店街にぎわい再生事業用　イベント周知チラシの新聞折込みにかかる経費の支出について（３月８日開催分）
62,208

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西淀川区高齢者等向けバス運行事業公募型プロポーザルにかかる講師謝礼金の支出について
16,700

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 教育環境整備事業（発達障がいサポーター事業・平成27年2月）における報償金の支出について
345,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 市民協働型自転車利用適正化事業公募型プロポーザルにかかる講師謝礼金の支出について
25,960

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「香簑・竹島地域人権研修会（平成27年3月2日開催予定）」における講師謝礼金の支出について
12,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用、白願寿(種）外1点の購入にかかる経費の支出について
39,528

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業用色用紙外１９点購入にかかる経費の支出について
108,064

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川３区防犯プロジェクト事業用平成２７年３月分防犯カメラ電気使用料の支出について
1,163

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用こども１１０番の旗の購入かかる経費の支出について
230,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
113

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
5,085

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区内工業支援事業用　賞状額外２点の購入にかかる経費の支出について
20,136

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,268

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用のぼり外１点の購入にかかる経費の支出について
186,516

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,973

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,067

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
10,725

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,134

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
832

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,530
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
542

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度技術相談窓口にかかる相談員への報償金の支出について（２月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
7,220

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業における蔵書管理等の事務用品の購入にかかる経費の支出について
120,441

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業「西淀川区民ホールエアコン室外機修理部品交換工事」にかかる経費の支出について
94,521

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度２月分）
700

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
1,752

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
250

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,280

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度２月分）
9,112

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課事業用後納郵便料の支出について（平成２６年度２月分）
82

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
194

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
2,132

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,912

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,060

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,040

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
4,526

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
2,707

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
4,594

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
147,721

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
2,200

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
2,619,587

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
315,853

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年１２月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,815

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
850,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
456,910

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 電子レジスター（住民基本台帳等事務用）買入に係る経費の支出について
955,800

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
316,258

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
24,197

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険徴収事務用　図書購入にかかる経費の支出について
32,416

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 備品購入費　図書購入費 国民健康保険徴収事務用　図書購入にかかる経費の支出について
5,038

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
102,322

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,860

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録事務用物品購入にかかる経費の支出について
248,680

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,420

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録事務用物品購入（トナーカートリッジ）にかかる経費の支出について
380,376

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料（歳出・一般）の支出について
17,778

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,120

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,200

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
14,922

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
10,675

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
2,619,587

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
94,682
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
315,853

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
4,363

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
12,774

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
126,230

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
74,043

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
550,045

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
326,236

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
389,620

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
750,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
350,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
540,990

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
76,372

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
116,166

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
182,503

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
52,350

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,264

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,060

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,750

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
172,698

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,973

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
129,746

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）外勤用自転車の購入にかかる経費の支出について
38,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）３月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）３月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
2,290

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
208,798

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
118,437

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
486

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
53,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
229,270

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
225,064

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
270,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
2,310

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる文書料（医療扶助金）の支出について
4,320

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
336,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,720

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400
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西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,630

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,096

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
70,289

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
60,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検査料（医療扶助金）の支出について
30,010

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
54,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
60,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
229,420

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
217,540

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）業務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
4,536

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
78,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
49,485

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
327,297

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
10,780

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検査料（医療扶助金）の支出について
34,210

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
234,820

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
227,712

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼２月分にかかる経費の支出について
9,480

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
4,222

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
12,837

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
23,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
12,596

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
23,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
20,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
95,040

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
43,324

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
33,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
840

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
213,220

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶（ペットボトル）の購入代金の支出について（３月２日～３月２７日分）のべ５６人分
5,140

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,580

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
149,950

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
158,590

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,150

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,060

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,770

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
159,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,040

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,680
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西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
224,234

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
110,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
104,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（追加配付）の支出について
80,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費３月分の支出について
2,545,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
1,806

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
700

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
4,119

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について（追加）
390,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
16,996

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
648

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
3,297

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
329,178

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
40,382

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　老人保護措置業務にかかる葬祭費の支出について
147,309

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジの購入代金の支出について
58,611

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,920

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
500

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
9,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,974

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,371

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　２月請求分の支出について
4,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
316,513

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
395,450

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
6,790

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
362,099

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
94,410

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について（追加）
390,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
192,996

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
44,420

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検査料（医療扶助金）の支出について
57,740

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業業務委託事業者選定委員への報償金の支出について
6,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
760

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,520

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
2,680

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
360

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　地域生活支援事業用携帯電話使用料の支出について
2,666

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月　重度障がい者医療助成にかかる償還払の支出について
1,357,262

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
242,850

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
147,518

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
512,789

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成27年4月分の支出について
16,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年4月分の支出について
8,600,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成27年4月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成27年4月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年4月分の支出について
2,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月こども医療助成にかかる償還払の支出について
492,111
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西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
10,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年３月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
150,384

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
480

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年2月分）
180

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
270,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年3月分の支出について（追加）
300,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度（第4四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
1,064,975

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
9,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
9,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
123,480

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
138,227

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
2,810

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
8,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
5,982

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
74,540

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
177,476

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
92,948

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
28,928

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度（第4四半期）民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について
1,011,225

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
146,026

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
152,550

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,460

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,114

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（福祉）事務用物品の購入経費の支出について
34,754

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
42,250

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
230,129

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,191

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,152

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,715

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,940

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,273

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,239

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,213

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,346

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
79,962

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,008

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受療方式）
164,116
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西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
193,822

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
227,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,330

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者総合支援法にかかる重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
368,190

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年2月分）
17,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
4,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
26,514

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
367,870

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
143,520

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
162,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
21,828

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
37,020

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
136,347

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
21,360

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
181,480

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
46,932

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬費（医療扶助金）の支出について
48,290

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
25,152

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
68,970

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
40,130

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
237,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼３月分にかかる経費の支出について
10,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
28,804

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
26,287

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
20,638

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（きららかしわざと保育園）（平成27年2月分）
1,790,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（ゆりかごハウス）（平成27年2月分）
1,564,770

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららみてじま保育園）（平成27年2月分）
544,840

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（きららかしわざと保育園）（平成26年11月分追加請求分）
11,320

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（小規模保育施設ベビーランドさくら園）（平成27年2月分）
2,460,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（平成27年2月分）
826,650

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課（福祉）事務用物品の購入経費の支出について
16,276

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年2月分）
14,132

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
86,476

西淀川区役所 福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
168

西淀川区役所 保健課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業外勤用自転車の購入にかかる経費の支出について
50,000

西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
8,316

西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
6,515
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西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
3,688

西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
10,056

西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
5,740

西淀川区役所 保健課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分小口支払基金の繰入について
14,670

西淀川区役所 保健課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種事業用　２月分従事医師報償金の支出について
24,890

西淀川区役所 保健課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
393,060

西淀川区役所 保健課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成27年2月分介護予防地域健康講座報償金の支出について
8,600

西淀川区役所 保健課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年２月分市内出張交通費の支出について
5,760

西淀川区役所 保健課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
59,454

西淀川区役所 保健課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,156

西淀川区役所 保健課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
21,377

西淀川区役所 保健課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
4,575

西淀川区役所 保健課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分　保健課コピー代金の支出について
12,205

西淀川区役所 保健課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
5,569

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
1,886

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２７年２月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,890

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
222

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
512

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
738

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
410

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
13,194

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
2,736

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
17,801

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
17,872

淀川区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（1月分）
20,154

淀川区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（１月分）
3,814

淀川区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
3,011,375

淀川区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出（2月分）について（統一地方選挙）
18,240

淀川区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
3,063,173

淀川区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査調査員報酬の支出について
979,572

淀川区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持にかかるロールスクリーンの買入経費の支出について
35,856

淀川区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託契約（概算契約）にかかる経費の支出について（12月分）
23,225

淀川区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙管理委員会用（日付印ほか４点）買入経費の支出について
21,870

淀川区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用デジタル多機能電話機の買入経費の支出について
388,800

淀川区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託契約（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
9,515

淀川区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用プリンタトナーの買入並びに同経費の支出について
135,648

淀川区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分①）
432

淀川区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分②）
17,280

淀川区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ブルーレイレコーダーの買入経費の支出について
38,880

淀川区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（2月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（2月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
240,859

淀川区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
3,171

淀川区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度３月２回目）
3,284

淀川区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度３月１回目）
23,740

淀川区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 三国東地区土地区画整理審議会委員報酬の支払について（平成27年2月24日開催分）
120,765

淀川区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（２月分）
28,054
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淀川区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用ゴム印の買入並びに同経費の支出について
8,672

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
186,674

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 外国人登録事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,082

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所自動扉設備点検整備業務委託契約にかかる経費の支出について（第4回分）
37,800

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度淀川区役所庁舎の機械警備の実施及び同経費の支出について（2月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（2月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市淀川区役所宿直員用寝具等借入にかかる経費の支出について（2月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬経費の支出について
32,370

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査調査員報酬口座振替不能による再支出について
45,234

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計業務（工業統計調査）用テープのり用替えテープほか３点の買入経費の支出について
3,790

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,722

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用プリンタトナーの買入並びに同経費の支出について
24,624

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙従事者用お茶の買入並びに同経費の支出について
6,618

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・統一地方選挙事務用）
1,950

淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 統一地方選挙従事者用お茶の買入並びに同経費の支出について
7,905

淀川区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
254,644

淀川区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,774

淀川区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
9,471

淀川区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
1,528,581

淀川区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,844

淀川区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 １階待合スペース用テーブルほか１点の買入経費の支出について
136,080

淀川区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託契約（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
9,860

淀川区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約にかかる経費の支出について（2月分）
23,666

淀川区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成２６年度３月３回目）
18,910

淀川区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区情報発信用パンフレットスタンドの買入経費の支出について
325,512

淀川区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用コードレス電話機の買入経費の支出について
10,368

淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務・統計事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年度３月４回目）
1,656

淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防犯カメラ（屋内用）一式（淀川区役所）の買入経費の支出について
154,440

淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課事務・統計事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年度３月４回目）
1,080

淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙投票所用投票記載台の買入経費の支出について
196,560

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 元気アップ事務用デジタルカメラ他３点の買入経費の支出について
40,262

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,442,638

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（２月分）
3,814

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（2月分）
20,154

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,443,324

淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分④）
4,145

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた合同講習会経費の支出について
103,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－１２
57,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（平成27年1月分）
2,254,997

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 淀川区学校サポート事業用　英語スピーチコンテスト開催にかかる消耗品の購入経費の支出について
14,137

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（美津島中学校1月実施分）
43,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区人権啓発講演会「子どもたちの多様性を理解するために」における経費の支出について（講師謝礼金）
26,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について(三国中学校１０～１２月実施分)
103,200

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用啓発チラシの印刷経費の支出について
25,920

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支払いについて（前期分）
9,360,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１５回目）
90,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－１３
77,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１６回目）
270,000
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淀川区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１７回目）
180,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,052

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,260

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,230

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区歴史調査報告書デザイン作成業務委託並びに同経費の支出について
98,496

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（新北野中学校ＰＴＡ）
12,400

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＬＧＢＴ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第１回中間払い）
1,586,998

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１８回目）
90,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度スポーツ推進委員報酬（１０月～３月分）の支払いについて
273,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防災備蓄物資の充実用ソーラーパネル付蓄電池（淀川区役所）買入経費の支出について
949,536

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校サポート事業事務用　ものづくり出前講座にかかる金属片等物品の購入にかかる経費の支出について
17,820

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ラミネーター（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
11,286

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の読書活動支援事業用　「はぐくみ文庫」蔵書の買入にかかる経費の支出について（１月納品分）
365,390

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校サポート事業事務用　ものづくり出前講座にかかる消耗品の購入にかかる経費の支出について
8,067

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校サポート事業事務用　ものづくり出前講座にかかる薬品等物品の購入にかかる経費の支出について
24,948

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 小学生の読書活動支援事業用　「はぐくみ文庫」蔵書の買入にかかる経費の支出について（１月納品分）
2,146,279

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第２回　淀ナワ王決定戦」の運営補助員にかかる謝礼の支出について
63,390

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について(平成２７年２月実施分)
14,520

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第６回－１）
30,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯業務にかかる事務用品（プラスチックカードリングほか３点）購入経費の支出について
19,665

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区人権啓発講演会「子どもたちの多様性を理解するために」における手話通訳経費の支出について
28,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について１－１４
27,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費の支出について（２回目）
49,020

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（２月分）の支出について
68,345

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
5,836

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
10,407

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
1,384

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
164

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
164

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
1,414

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
2,190

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
574

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
174

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
4,616

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年２月分の料金後納郵便料金の支出について
5,422

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（2月分）の支出について
110,816

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（十三中学校２月実施分）
32,250

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業　英語スピーチコンテストにかかる幕間企画実施謝礼の支出について
25,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度「淀川区の子どもの泳力向上支援事業」業者委託先選定にかかる選定委員報酬の支出について
10,400

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（東三国中学校1月実施分）
25,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業　英語スピーチコンテストにかかる審査員及び司会従事者への謝礼の支出について
80,700

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 夏休みこども冒険博にかかる市内出張旅費の支出について
2,712

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域担当職員への市内出張交通費の支払いについて（平成26年10月～平成27年2月）
6,670
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淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害備蓄用保存飲料（淀川区役所）買入経費の支出について
395,280

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 種から育てる地域の花づくり支援事業用ビニールハウスの修繕請負経費の支出について
127,440

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（平成27年2月分）
2,269,997

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（宮原中学校2月実施分）
8,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（田川小学校区）の支出について
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（野中小学校区）の支出について（第２回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度市民協働型自転車利用適正化業務における選定委員の報酬の支出について
42,855

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（東三国中学校２月実施分）
25,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２７年３月請求分）
232,650

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区学校サポート事業にかかる英語スピーチコンテストに向けた自主学習支援経費の支出について（新北野中学校２月実施分）
29,025

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用事務用品（クリアーブックほか３点）の買入経費の支出について
15,120

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」の印刷にかかる経費の支出について
322,423

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ホースバンド外１２点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
120,636

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用事務用品（クリアーブックほか３点）の買入経費の支出について
78,192

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（十三地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（木川南地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
127,908

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年３月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年３月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約料の支出について（平成２７年１月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度３月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
1,050,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度３月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
370,960

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
192,084

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
57,148

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
75,562

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
11,833

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
124,885

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・2回目）
1,080

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・2回目）
18,920

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用事務用品（ゴム印）の購入経費の支出について
14,008

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用事務用品（レシート用ロール紙ほか１１点）の購入経費の支出について
99,792

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用インクカートリッジの買入経費の支出について
15,660

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
634,837

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
180,477

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年１月分）
2,340

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分③）
1,674

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
129,744

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月支給分国民健康保険法にかかる療養費（一般）の支出について
955,628

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度３月支給分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
750,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度３月支給分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
265,310

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年３月支給分国民健康保険法にかかる療養費（退職）の支出について
119,871

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）用コピー代の支出について（２月分）
11,450

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
56,682

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料の支出について
7,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料の支出について
119,579

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
80,138

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料の支出について
140,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料（受取人払）の支出について
50,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び国民年金事務にかかる事務用品（テープのりほか13点）の買入経費の支出について
12,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び国民年金事務にかかる事務用品（テープのりほか13点）の買入経費の支出について
41,676

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
11,833

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年２月分料金後納郵便（管理）の支出について
29,792

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年２月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
61,832

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年２月分料金後納郵便（管理）の支出について
948,558

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢者医療事務にかかる事務用品（プリンタトナー）の買入経費の支出について
43,388

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務にかかる事務用品（デスクマット）の買入経費の支出について
28,620

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２７年２月分コピー代金（保険）の支出について
15,745

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２７年２月分コピー代金（管理）の支出について
17,840

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び後期高齢者医療事務にかかる事務用品（プリンタトナー）の買入経費の支出について
38,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
132,364

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　３月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　３月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
183,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
194,455

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
40,454

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
42,700

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
324,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域ささえ愛推進事業にかかる委託料の支出について（第３四半期）
2,200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
98,190

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
78,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
83,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
29,026

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,678

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
137,796

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
37,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
223,496

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
58,556

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,836

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
9,580

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 「アルコールと健康を考える講座」講師料の支出について
20,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
184,238

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
20,645

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
16,768

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,987

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
317,334

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
177,552

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
192,711

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
5,764
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
41,605

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
363,394

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
178,732

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童手当給付費３月分の支給について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区発達障がい児等子育て支援事業委託事業者選定委員会報酬の支出について
33,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
260,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
337,079

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
32,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,190

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
285,518

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 独居高齢者等サポート事業にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
32,862

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）の業務委託にかかる経費の支出について（みゆきっこ　つばめ保育園）（１２月追加分）
131,570

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
31,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
58,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
18,864

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
5,102

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
32,778

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
17,648

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,210

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
177,770

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
167

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
44,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
282,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
270,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
46,007

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,992

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
65,072

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
32,799

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
30,954

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２６年１２月分・平成２７年１月分）の支出について
2,984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２６年１２月分・平成２７年１月分）の支出について
5,694

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２６年１２月分・平成２７年１月分）の支出について
3,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区発達障がい児等子育て支援事業業務委託料の支出について（２月分）
30,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
10,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
167,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
14,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
16,624
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
223,241

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
46,308

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,680

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
199,787

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
129,717

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,224

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
206,856

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 すこやか大阪21推進事業用マグネットテープ他６点の購入並びに同経費の支出について
12,366

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座事業用等プリンタトナーの購入並びに同経費の支出について
27,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育推進連絡調整会議用フラットファイル他５点の購入並びに同経費の支出について
8,629

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 民生委員ゲートキーパー養成講座にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２６年１２月分・平成２７年１月分）の支出について
624

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 地域健康講座事業用等プリンタトナーの購入並びに同経費の支出について
27,129

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 地域健康講座事業用等プリンタトナーの購入並びに同経費の支出について
27,129

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
6,770

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（1月分）
2,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用ＦＡＸトナーカートリッジ購入費の支出について
11,772

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
2,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
648

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
5,670

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
137,543

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（1月分）
1,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
4,410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
2,610

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
185,374

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
151,079

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
38,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
197,316

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,424

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（6-12月分）
378

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
28,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援業務用 卓上用パンフレットスタンド買入経費の支出について
19,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援業務用インクジェットプリンター複合機の買入経費の支出について
28,836

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用デスクマット他の買入経費の支出について
16,784

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
182,393

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
46,007

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
26,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
17,873

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
848,020

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
18,780

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
27,767

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
140,420
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,827

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
29,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
13,750

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
175,949

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
18,264

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年2月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
62,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用調理器具２点の購入並びに同経費の支出について
34,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用デスクマット他の買入経費の支出について
12,688

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援事務用デスクマット他の買入経費の支出について
6,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（２月分）
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（２月分）
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品購入費の支出について（２月分）
1,448

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
65,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
113,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
17,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ２月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について(2月分）
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 子育てサービス利用者支援事業委託事業者選定委員会報酬の支出について
27,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談業務用ホワイトボードマーカーその他８点の購入経費の支出について
10,071

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,564

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
25,870

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
75,342

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
357,977

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
317,312

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
263,003

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　３月追加配付分
80,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,698,575

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
49,895

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
131,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
27,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
53,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,622,325

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
596,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,126,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,073,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）の業務委託にかかる経費の支出について（みゆきっこ　つばめ保育園）(２月分)
2,343,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（２月分）
630,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,770

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
68,714
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
42,782

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
328,345

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
318,159

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
134,599

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
62,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
4,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
736

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
10,659

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
23,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
263,301

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
6,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
5,838

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
50,862

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,322

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
750

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
6,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
29,010

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（３月分）にかかる支出について
3,155,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
15,921

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援相談業務用A4カラー用紙の購入経費の支出について
12,960

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
643

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（２月分）
20,517

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（２月分）
20,517

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度3月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,698,035

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度3月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
469,628

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活支援担当用コピー代の支出について（２月分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当用コピー代の支出について（２月分）
40,072

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,823

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による出産扶助費・生活扶助費の支出について
1,050

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年４月分の生活保護費の支出について
28,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年４月分の生活保護費の支出について
14,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２７年４月分の生活保護費の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
759,590

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２７年４月分の生活保護費の支出について
150,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費・生活扶助費の支出について
7,180

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年４月分の生活保護費の支出について
1,200,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
174,744

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,922

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度３月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
1,093,039

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度３月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
83,411

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 地域ふれあい子育て教室事業用リーフレット類の購入並びに同経費の支出について
34,992

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
33,789

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
105,576

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（２月分）
6,861

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
1,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
3,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
6,510

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる管外出張旅費の支出について（12月）
1,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
30,933

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
5,175

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
24,710

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,394

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
2,808

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
5,177

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月返信用封筒分）
297,356

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
14,624

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる管外出張旅費の支出について
2,740

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,148

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,468

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
7,207

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
423,239

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
53,806

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
164,502

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
125,011

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について（追加分）
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
24,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
43,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
54,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
8,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
76,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
67,822

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,010

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年３月分の生活保護費の支出について（追加分）
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料２月分の支出について
9,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料２月分の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月返信用封筒分）
74,339
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）（受取人払）
970

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
11,896

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
38,250

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
3,010

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当業務用デジタルカメラの購入経費の支出について
17,139

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
141,689

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
6,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
35,736

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
41,554

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
13,750

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
52,350

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
84,904

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
57,162

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
185,250

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会にかかる医師報償金の支払いについて（３回目）
11,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（９～３月分）
1,210

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（９～３月分）
360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
38,597

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
76,650

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
383,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,678

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
727,009

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
141,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
75,070

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
230,106

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
290,238

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
276,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（９～３月分）
530

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
171,246

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
8,020

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,161

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,960

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
161,027

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
80,582

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（９～３月分）
380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,026,590

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（９～３月分）
360
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談事業用シューズボックスの購入経費の支出について
38,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援室周知用チラシの印刷業務委託料の支出について
33,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２７年２月分）の支出について
8,980

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務にかかるコピー代の支出について（2月分）
20,354

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
4,666

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
13,117

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
16,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
4,364

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
16,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
13,535

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
32,613

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
19,289

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,306

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
33,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
32,380

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
39,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,150

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
299,700

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
70,009

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
6,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
283,096

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
3,348

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,356

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
52,980

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,910

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,020

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
792

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成２７年２月号分）
34,830

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（12月分）にかかる委託料の支出について
750,000

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
11,730

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議・福祉バス・広聴・広報情報発信事業にかかる物品（プリンタトナー）の購入及び同経費の支出について
62,669

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議・福祉バス・広聴・広報情報発信事業にかかる物品（プリンタトナー）の購入及び同経費の支出について
46,392

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議・福祉バス・広聴・広報情報発信事業にかかる物品（プリンタトナー）の購入及び同経費の支出について
53,716

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 広報誌４月号における特集記事の取材にかかる出張について
5,220

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター・広報誌アンケート用（受取人払）後納郵便料金（2月分）の支出について
12,428

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（2月分）の支出について
29,340

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報誌印刷業務（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年3月号分）
1,006,128

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度淀川区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年3月号分）
895,615
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淀川区役所 政策企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（1月分）にかかる委託料の支出について
750,000

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区広報誌企画編集及びアドバイス業務委託契約（平成26年5月号～平成27年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年3月号分）
367,200

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度淀川区広報誌企画編集業務委託公募型デザインコンペ審査員への委員報酬の支出について
12,900

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
8,280

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)017号～020号の印刷及び同経費の支出について（019号分）
17,820

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度淀川区役所広報誌配付業務委託（概算契約）（平成26年4月号～平成27年3月号）にかかる経費の支出について（平成27年2月号分）
152,069

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（２月分）
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（２月分）
108

東淀川区役所 出張所 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年12月～平成27年2月分市内出張交通費の支出について（出張所）
3,160

東淀川区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ミーティングテーブル外１点の購入係る経費の支出について（多目的室・403会議室用）
322,704

東淀川区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成27年１月分）
47,163

東淀川区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（１月　ライセンス料）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト」事業（区役所窓口の市民サービス向上に向けた）接遇研修の委託契約にかかる経費の支出について
351,000

東淀川区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費（調剤費）の支払いについて（平成26年５～11月分）
30,430

東淀川区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年２月分②）
1,658

東淀川区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入について（平成27年２月分②）
879

東淀川区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年２月分②）
19,730

東淀川区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年２月分②）
14,678

東淀川区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年１月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
59,535

東淀川区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
50,226

東淀川区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所１階男子トイレ配管詰り通管工事に係る経費の支出について
183,600

東淀川区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分電話料金（出張所センター）の支出について
76,885

東淀川区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支払いについて（平成27年１月分）
68,400

東淀川区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（広報））
354

東淀川区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（２月分）
279,990

東淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　自動体外除細動器（AED）の購入に係る経費の支出について（出張所用）
34,128

東淀川区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用　自動体外除細動器（AED）の購入に係る経費の支出について（出張所用）
179,712

東淀川区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年３月分）
3,785

東淀川区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年３月分）
27,146

東淀川区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所出張所蛍光水銀灯取替工事にかかる経費の支出について
10,800

東淀川区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（平成27年２月分）
19,055

東淀川区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（平成27年２月電話料金）
14,044

東淀川区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
83,599

東淀川区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ドラム／トナーカートリッジの購入に係る経費の支出について
172,800

東淀川区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平成27年4月12日執行予定の統一地方選挙立候補者審査事務用クリヤブックの購入経費の支出について
17,690

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成26年5月号～平成27年4月号）概算印刷経費の支出について（3月号分）
665,366

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成27年２月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成26年5月号～平成27年4月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号分）
571,077

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成27年２月分）
453,600

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年２月利用分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託審査委員会にかかる委員報酬の支出について
21,020

東淀川区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　印刷製本費 平成27年4月12日執行予定の統一地方選挙における啓発用ポスター及び回覧ビラの作成経費の支出について
71,280

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度区民モニターアンケート全回次回答者への謝礼（図書カード）の購入にかかる経費の支出について
21,500

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
60,883

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成27年２月利用分）
47,137

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
30,966

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第４回東淀川区区政会議［本会］に係る議事のテープ起こし及び議事録作成業務に係る経費の支出について
14,256

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）にかかる支出について（3月号分）
223,560
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東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 iOS搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（ソリューションサービス料２月分）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,464

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
8,320

東淀川区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
4,958

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年3月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年３月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年３月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年2月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年2月分　国民健康保険療養費の支出について
2,576

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年2月分　国民健康保険療養費の支出について
948,438

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年2月分　国民健康保険療養費の支出について
13,461

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
112,712

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２７年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
29,242

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年2月分国民健康保険葬祭費の支出について
1,100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年2月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
444,790

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成２７年１月分）
60,314

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外２５点の購入経費の支出について
13,732

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外２５点の購入経費の支出について
104,505

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
27,301

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外２５点の購入経費の支出について
22,464

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成２７年１月分）
664

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成26年度人口動態調査事務用消耗品購入経費（ホッチキス針外15点）の支出について
22,744

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(１月分)
750,152

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(１月分)
1,500,306

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(１月分)
375,077

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
35,823

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年２月受付分）
3,319

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分・保険年金）
360

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分・保険年金）
620

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分・保険年金）
5,660

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年３月受付分）
66,523

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分・保険年金）
1,360

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成２７年２月分）
560

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成２７年２月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分・保険年金）
2,150

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年1月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
1,680

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年３月受付分）
257,967

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託契約料（平成26年12月・平成27年１月分）の支出について
10,232,114

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託契約料（平成26年12月・平成27年１月分）の支出について
608,212

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について（平成27年２月分）
42,012

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年3月分　国民健康保険療養費の支出について
1,103,201

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年3月分　国民健康保険療養費の支出について
8,436

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成２７年２月分）
10,540

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年3月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
827,560

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年３月受付分）
44,703

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成２７年２月分）
432
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（平成２７年１・２月分）
2,058

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
144,193

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
6,937

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる後納郵便料金（平成２７年２月分）の支出について
2,702

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
228,725

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
194

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
1,336,999

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年3月分国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
69,210

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
149,266

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
112,870

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第２回（昼間）平成27年２月３日実施分）
29,260

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第１回（昼間）平成27年１月27日実施分）
29,560

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区防犯意識調査業務委託経費の支出について
1,316,304

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「絵本のサロン～それから、それから、～」実施にかかる講師謝礼金の支出について（第２回）
13,340

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「絵本のサロン～それから、それから、～」実施にかかる講師謝礼金の支出について（第１回）
16,380

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上事業用　災害時避難所開設用防水ライトの購入に係る経費の支出について
235,224

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,100

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,248

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,920

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,656

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 東淀川区役所災害時緊急連絡用衛星携帯電話買入について
320,760

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 「東淀川区ＢＣＰ」の策定事業に係る第４回東淀川区ＢＣＰ策定会議準備会の講師謝礼金の支出について
38,020

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第４回（夜間）平成27年２月19日実施分）
23,860

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第４回（午前）平成27年２月17日実施分）
29,560

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第１回（夜間）平成27年１月29日実施分）
23,860

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年１月分コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外３件）
25,200

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全対策防犯対策事業用にかかる特殊詐欺（振り込み・オレオレ等）啓発用チラシ作成経費の支出について
38,880

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災ワークショップ「生活の中の防災活動」に係る報償金の支出について（２月25日実施分）
19,380

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座実施にかかる保育報償金の支出について（第４回　昼間　平成27年２月12日実施分）
6,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第５回午前）平成27年２月24日実施分
29,560

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第２回夜間）平成27年２月５日実施分
23,560

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第５回夜間）平成27年２月26日実施分
23,860

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座実施にかかる保育報償金の支出について（第２回昼間　平成27年１月29日実施分）
6,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ファシリテーション基礎講座実施にかかる保育報償金の支出について（第３回　昼間　平成27年２月５日実施分）
6,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金変更承認決定分（２回目）の支出について（新庄地域活動協議会）
594,172

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区企業魅力発見シンポジウム開催周知ポスター・チラシ製作にかかる企画・編集・印刷業務経費の支出について
180,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災力の向上事業用　防災啓発ポスターデザイン制作編集業務にかかる委託料の支出について
150,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員の管外出張にかかる経費の支出について
27,930

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,360

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,748

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
18,040

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策に係る業務委託経費（２月分）の支出について
318,600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査に係る調査員報酬の支払いについて
349,138

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサスに係る調査員報酬の支払いについて
54,980

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第６回午前（３月３日）・夜間（３月５日）実施分）
52,060

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（3月7日防災講演会）に係る報償金の支出について
7,600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（2月28日防災講演会）に係る報償金の支出について
11,400
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東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区民ホールドア修繕費用の支出について
54,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ワークショップ「淡路駅周辺の自転車利用を考える」の実施に伴う講師に対する報償金の支出について
48,480

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（平成27年２月分）
12

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ２月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,657

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業補助金変更承認決定分の支出について（淡路中学校）
160,920

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て講演会実施に係る手話通訳者への報償金の支出について
21,000

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分市内出張交通費の支出について(市民協働課)
6,960

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年７･８･１２月および平成２７年２月分（統計）市内出張交通費の支出について(市民協働課)
2,640

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 イベントづくりの基礎講座実施にかかる報償金の支出について（第７回）午前：平成27年３月10日、夜間：平成27年３月12日実施分））
53,420

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業（３月８日防災訓練）に係る報償金の支出について
17,960

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 街頭犯罪抑止防犯カメラ設置事業に係る防犯カメラ及び専用ポール（街頭用）設置費用の支出について
176,310

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「コミュニティ育成事業」業務委託における公募型プロポーザル企画提案会開催に係る選定委員報酬の支出について
50,295

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力の向上事業用　消耗品費（防災教育教材）購入経費の支出について
13,035

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用　衛生電話料金の支出について（平成27年２月分）
29,400

東淀川区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度２月分市民協働課各種事業に係る後納郵便料金の支出について
17,835

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年１１月申請分）
1,464,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,987

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
78,285

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
42,548

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
219,954

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
39,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
14,881

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
84,625

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年１１月申請分）
376,599

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金３月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金３月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
62,407

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
175,472

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
68,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
92,495

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
3,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（26年12月申請分）
484,739

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（26年12月分）
305,116

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（１月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
249,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（１月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,096,793

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
155,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
8,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
265,414

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
91,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費)にかかる経費の支出について
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
20,544

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費及び結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成27年１月分）
17,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成27年01月分）
5,621

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区セラピードッグ交流事業に係る委託料の支出について（第５回中間払い）
108,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
136,214
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
15,209

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
48,830

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
53,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
216,585

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
227,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター一般事務費及び結核医療費公費負担事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成27年１月分）
1,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２６年度１月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年1月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
12,638

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
161,029

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
385,183

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
40,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
35,396

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
110,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
7,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
12,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
3,620

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
16,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４５号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
255,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
207,208

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
47,654

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
228,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
8,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
1,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成26年４～12月分市内出張交通費（保健福祉課（子育て企画））の支出について
420

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金等）の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
283,628

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（中絶費）にかかる経費の支出について
343,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（死亡診断書料）にかかる経費の支出について
2,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
38,323

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
4,789

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
2,838

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
40,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
7,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
2,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
1,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
176,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
197,316

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
60,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
60,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度東淀川区成人の日記念のつどいに係る手話通訳者への報償金の支出について
21,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１月分）２
221,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１月分）
202,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
3,024
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,302

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
1,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
92,918

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
90,874

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（１月分）
81,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
27,176

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
8,636

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２７年２月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
10,692

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子管理表保管用文書保存箱の購入経費の支出について
18,144

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分－２）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
5,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
109,935

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
81,335

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
62,208

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
22,636

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
110,878

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
20,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(施設入所サービス等に係る利用料)にかかる経費の支出について
66,743

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
19,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
75,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
33,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
18,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
228,304

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
198,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
141,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
64,563

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
290,854

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
87,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
43,321

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
49,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
156,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
39,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
219,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
230,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の施設入所面接同行にかかる出張旅費の支出について
9,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の入院中経費に関する協議にかかる出張旅費の支出について
1,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関)にかかる経費の支出について
483,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
44,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２７年２月２６日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（１月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（生活資金等）の支出について
309,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
24,523

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
101,746

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
20,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
248,072

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,459

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
69,319

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４０号）
97,308

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
72,608

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代等）にかかる経費の支出について
117,891

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
3,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
224,152

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年１月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
5,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度東淀川区成人の日記念のつどいに係る花束・盛花の購入について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第７回中間払い）
1,130,878

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東淀川区「望まない妊娠」を防止するための健康教育事業に係る委託料の支出について（第６回中間払い）
239,911

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年１月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
21,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
11,112

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
4,607

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
78,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
76

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院診療報酬)にかかる経費の支出について
53,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
207,716

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
30,801

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金３月分の支出について（追加配付分）
120,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４４号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（２月分）
367,961

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（27年1月申請分）
668,493

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（27年1月分）
57,791

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費３月分の支出について
4,435,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（平成27年２月分）
654,674

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による、高額障がい福祉サービス費の支給について
18,034

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４８号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
133,195

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
192,929

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
42,024

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
17,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
3,348

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
2,084

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
1,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
4,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成27年4月分扶助費の支出について
36,000,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年4月分扶助費の支出について
15,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（２月分）
78,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成27年4月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（２月分）
50,857

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成27年4月分扶助費の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
232,953

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年4月分扶助費の支出について
7,200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年3月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年３月分）
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年２月分）
6,242

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
334,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
383,953

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
351,370

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
230,024

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
90,964

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
105,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
182,738

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
82,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
24,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成27年02月分）
4,649

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第４四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について
1,883,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年２月分　郵便料金の支出について（生活支援）
824,773

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（２月分）
117,141

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
49,872

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
13,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
2,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市東淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
35,070

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第４四半期　民生委員・児童委員にかかる費用弁償の支出について
1,811,475

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
40,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業にかかる印刷経費の支出について
38,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
15,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２６年１２月申請分）
1,000,647

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
213,454

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成２６年１２月申請分）
794,747

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第４９号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
79,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
243,031

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
157,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
82,168

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２７年４月分扶助費の支出について（出張所）
3,600,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２７年４月分扶助費の支出について（出張所）
1,900,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年４月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
29,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
210,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費)にかかる経費の支出について
14,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
122,262



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
18,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料等)にかかる経費の支出について
72,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
188,513

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
70,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２７年４月分扶助費の支出について（出張所）
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
351,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年４月分扶助費の支出について（出張所）
1,700,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
218,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
189,756

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
239,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
170,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
215,524

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（27年2月申請分）
512,351

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成27年１月）
74,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成27年３月）
44,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成27年２月）
84,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,963

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,214

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,418

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
2,224

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
8,126

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
402

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
984

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
656

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成27年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
7,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,802

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年度市営交通料金福祉措置（身体・知的・精神）更新交付事務にかかる通信運搬費の支出について（平成27年２月分）
357,922

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
27,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,572,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
59,825

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
12,642

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
332

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
36,327

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
4,229

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
2,842

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
906

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,107

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,083

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
902

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,404

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成27年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
6,172

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
574
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 施設入所者の新規面接にかかる出張経費の支出について
4,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（書庫外17点）にかかる経費の支出について
81,681

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）の支出について
2,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
345,204

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,605

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
113,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
313,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
375,355

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
344,472

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代等)にかかる経費の支出について
22,247

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
370,874

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
385,583

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
254,356

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
387,274

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
396,806

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
297,905

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
380,021

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
8,239

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
323,305

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
44,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
779

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
1,158

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
1,128

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
24,878

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
2,535

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
10,096

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
448,628

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
205

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年度市営交通料金福祉措置（身体・知的・精神）更新交付事務にかかる通信運搬費の支出について（平成27年２月分）
153,395

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
92

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
1,212

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,967

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
16,432

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
22,997

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
13,924

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,719

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
109,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
338

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,548

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
14,952

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
960,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
1,181,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託の支出について（平成27年２月分）
2,301,380
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
541,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業（小規模保育）業務委託料の支出について（27年2月分）
2,291,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
572,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
1,154,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料支出について（平成27年２月分）
1,147,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,216

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
1,810

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,261

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,837

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
49,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
137,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（２月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
34,709

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
15,789

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
43,936

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（介護保険）
17,211

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年２月分
130,656

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年２月分
34,097

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年２月分）
1,012

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（1月分）
3,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,952

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費３月分の支出について
38,000

東成区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（１月分）
3,814

東成区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（１月分）
21,083

東成区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（自動水栓）購入経費の支出について
237,600

東成区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（１月分）
1,814

東成区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（蛍光灯）購入経費の支出について
45,900

東成区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（２月分）
12,190

東成区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（２月分）
5,737

東成区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

東成区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年農林業センサス調査にかかる調査員報償金の支出について
23,600

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（ドキュワークス外１６点）購入経費の支出について
186,737

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
4,948

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
26,071

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所用ＮＨＫ放送受信料の支出について（平成２６年度）
32,592

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる指導員・調査員報償金の支出について
1,248,870

東成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
12,269

東成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
4,110

東成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
6,984

東成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
3,286

東成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（２月分）
1,934

東成区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
90,720

東成区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（２月分）
5,535

東成区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
39,744

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民モニター事業にかかる謝礼品購入経費の支出について
83,500
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東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（２月分）
12,288

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（２月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 消防用設備等補修業務委託経費の支出について
298,180

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（２月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（２月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用物品（ダストボックス）購入経費の支出について
70,092

東成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計調査（国勢調査調査区設定及び農林業センサス）用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,232

東成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（２月分）
55,925

東成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
6,160

東成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
40,996

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（１月分）
946,583

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（２月分）
120,427

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（２月分）
1,717

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（２月分）
1,944

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
614,653

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（２月分）
56,671

東成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
63,587

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（２月分）
21,083

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（２月分）
3,814

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（２月分）
2,066

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年２月分）
1,750

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年２月分）
4,018

東成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙後納郵便料金の支出について(選挙事務用・統一選事務用)（平成27年２月分）
3,248

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年１０月分～平成２６年１２月分）
632,156

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年２月分）
650,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年３月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年３月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（1月分）
4,842,720

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）一般
99,122

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（３月分）一般
100,156

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年３月分～平成２７年１月分）
477,709

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２４年１１月分～平成２５年８月分）
592,267

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年３月分）
225,720

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年２月分～平成２７年２月分）
526,298

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年２月分）
10,453

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年１２月分）
23,831

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年３月分）
450,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２４年８月分～平成２４年１１月分）
188,699

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支出について（平成２４年１０月分）
28,029

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成27年２月分）
1,920

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（２月分）
15,553

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（２月分）
825

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
7,904

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成27年２月分）
1,200

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（２月分）
5,715

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（２月分）
1,959
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東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
4,018

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
21,080

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
413,091

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
210,288

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：保険）用コピー料金の支出について（２月分）
843

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
58,576

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成27年２月分）
480

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
57,098

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）総務市内出張交通費（２月分）の支出について
360

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）総務市内出張交通費（２月分）の支出について
360

東成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
83,524

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
6,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
15,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
1,470

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
13,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について（２件分）
27,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
75,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
115,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
28,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
51,016

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
14,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
26,360

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
84,156

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
99,384

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,150

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
13,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
10,060

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
234,140

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年期）情報発信用リーフレットの印刷経費の支出について
29,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成27年3月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年3月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
71,965

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
269,172

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
87,615

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
193,350

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
28,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
60,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
246,550

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
2,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
8,634

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診察料の支出について
4,870

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
227,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
8,352

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業従事者への報償金の支出について
6,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（５件分）
85,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４１名分）
277,135

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる医師診断書料の支出について（精神障がい）
8,640

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
106,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
297,594

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
108,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
10,180

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（２件分）
16,416

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
8,931

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
54,286

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
76,582

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２６年１０月分、１１月分、１２月分、平成２７年１月分）の支出について
80,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
59,693

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
251,284

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について（３件分）
26,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
126,310

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
26,250

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,864

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
120,677

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
4,210

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
3,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
16,740

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
82,080

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
18,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
46,688

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
237,770

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
1,521

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(２月分）の支出について
16,380

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金（平成２７年２月２３日実施分）の支出について
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 東成区広報紙「ひがしなりだより」特集版（平成27年度保健事業のご案内）編集デザイン経費の支出について
56,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業開設にかかる業務委託契約の経費の支出について（１月分）
1,954,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【１月分】
60,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度地域福祉推進高齢者支援事業「高齢者虐待防止啓発」ポスター・チラシ作成経費の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ会場使用料の支出について（東中本地区）
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ会場使用料の支出について（片江地区）
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（６３名分）
380,629

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（５件分）
28,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
38,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
23,422

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ講師謝礼の支出について（片江地区）
9,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
258,436

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について（精神障がい）
219,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,566

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（６件分）
35,760

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
16,663

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
227,110

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（２月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
1,458

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（３件分）
17,264

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
20,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
12,010

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
2,252

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
4,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
37,308

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
191,910

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ講師謝礼の支出について（中道地区）
10,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ会場使用料の支出について（中道地区）
2,800
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
171,558

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
39,727

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
4,069

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
5,760

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
20,520

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について(３月分２回目)
300,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年3月追加配付分）
40,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
291,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
45,310

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
121,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
96,120

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家具処分料の支出について
84,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
25,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について(３月分３回目)
235,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,458

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
9,288

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成26年度大阪市地域福祉活動推進事業にかかるワークショップ講師謝礼の支出について（東中本地区）
29,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
242,811

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
275,938

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
6,299

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
6,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼金の支出について（平成27年2月17日、24日実施分）
18,040

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
6,650

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
4,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
6,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
1,014

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（１２件分）
122,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について（５件分）
50,460

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
30,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
4,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
13,824

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
41,290
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
21,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２７件分）
64,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年３月分）
554,565

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
347,347

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
324,230

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
138,834

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当等一負助成事業用医療費の支出について（平成２７年３月分）
84,062

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（２月分）
30,017

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
21,409

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
34,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年３月分）
88,046

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年３月分）
58,737

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成27年3月分）
1,358,850

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度 民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第4四半期）の支出について
1,007,875

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（家財処分）の支出について
137,052

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
8,890

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（４月分）
20,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について（２件分）
24,045

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（４月分）
10,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（４月分）
180,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（３月分）の支出について（２３名分）
125,791

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
24,104

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（４月分）
3,500,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度 民生委員･児童委員にかかる費用弁償（第4四半期）の支出について
957,875

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２７年２月分）の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
4,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
4,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
8,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
102,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
11,690

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる第2回事業者選定委員会委員謝礼の支出について
39,620

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
18,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
12,364

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品（トナー）購入にかかる経費の支出について
47,762

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区健康づくり対策事業用地域版ヘルスガイド（カレンダータイプポスター）印刷経費の支出について
17,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品（トナー）購入にかかる経費の支出について
26,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
11,374

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
148,292

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支給について
245,869

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務端末プリンター用トナーの購入経費の支出について
84,758

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 庁内情報端末プリンター用リサイクルトナー購入経費の支出について
16,416

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
22,680
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２７名分）
135,350

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
28,975

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
78,394

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
32,821

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
106,823

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品（トナー）購入にかかる経費の支出について
11,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品（トナー）購入にかかる経費の支出について
15,570

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
17,428

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
3,478

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼金の支出について（平成27年3月2日、6日実施分）
19,760

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
216,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
6,360

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
240

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度「協力事業者による高齢者・障がい者等見守り事業」PR用ステッカー作成業務経費の支出について
205,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,795

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,618

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
15,268

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,652

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,238

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
325

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,580

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
881

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,339

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,921

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
230,977

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
16,323

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,050

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,075

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
120

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
158

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
602

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
1,296

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
99,360

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
60,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
5,254

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１１月分＞の支出について
340

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
89,891

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
48,384

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,800
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東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
16,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
19,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
830

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
16,370

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,628

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
2,180

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
23,344

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,152

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,040

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
43,950

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,956

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,986

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業開設にかかる業務委託契約の経費の支出について（２月分）
2,005,830

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,004

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用物品購入にかかる経費の支出について
3,456

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用物品購入にかかる経費の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
14,540

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
2,132

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成２７年２月分）
960

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
52,501

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
11,066

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座（高齢）事業用物品購入にかかる経費の支出について
19,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
304

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
11

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
38,166

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
277,056

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
56,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（家財処分）の支出について
108,108

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について（３件分）
36,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
19,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
4,180

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
64,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
81,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
32,764

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度第3回コホート検討会参画医師への報償金の支出について
8,520

東成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（２月分）
343,280

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用啓発物品（多機能ペットボトルオープナーほか２点）買入にかかる経費の支出について
100,440

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託　平成26年４月号～平成27年3月号（概算契約）にかかる経費支出について（２月分）
58,274
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東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　北中道小学校生涯学習ルーム「韓国手芸教室」 講師謝礼の支出について
5,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成27年2月分）
5,780

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度スポーツ推進委員の報酬の支出について（10月1日～3月31日分）
168,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ふれ愛パンジーにかかるＮＥＴモデム撤去料の支出について
2,160

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 まちづくり推進課分ＮＨＫ受信料（平成２６年４月～平成２７年３月分）の支出について
7,272

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東成区種から育てる地域の花づくり支援事業等物品(赤玉土外18点）買入経費の支出について
282,074

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成26年５月号～平成27年４月号にかかる経費の支出について（３月号分）
99,900

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 成人の日記念のつどい事業にかかる式典装飾品（くす玉外２点）の貸借経費の支出についてについて
59,400

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分)
246

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民記者事業（広報事業）にかかる謝礼品購入経費の支出について
4,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
193,514

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
193,403

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務 平成26年6月号～平成27年4月号（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
64,357

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
152,755

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 東成区広報紙「ひがしなりだより」新聞折込広告業務委託（平成26年５月号～平成27年４月号）（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
121,773

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（２月分）の支出について
1,360

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（２月分）の支出について
7,790

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（２月分）の支出について
41,562

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「広域・多様な区民・市民によるネットワークと東成ブランドイベントの育成事業」業務委託の支出について
1,701,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 次世代担い手育成支援事業業務委託（区民による公益的活動の創出・発展支援事業）経費の支出について
399,168

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（防寒コートほか３点）買入にかかる経費の支出について
76,723

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用啓発物品（交通安全啓発ティッシュほか１点）の買入にかかる経費の支出について
49,680

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用物品（防災情報システム用プリンターカートリッジ）買入にかかる経費の支出について
17,820

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用物品（ＳＯＳキーホルダー）買入にかかる経費の支出について
45,360

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
2,380

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
5,354

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
92

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
1,100

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便発送経費（２月分）の支出について
1,810

生野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（1月分）
21,018

生野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成27年1月分）
3,814

生野区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成27年２月号分）
79,394

生野区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる指導員報酬の支出について（７名分）
246,757

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成26年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（2月分）
2,766

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
2,030

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
520

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　補填金 生野区役所庁舎内公衆電話通話料金の支出について
2,922

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
8,245

生野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（1月総務課分）
6,090

生野区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）カードプリンター用消耗品の購入経費の支出について
96,552

生野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　補填金 生野区役所庁舎内公衆電話通話料金にかかる補填金の支出について（資金前渡金）
7,352

生野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について（５３名分）
1,964,766

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（１月分）
22,190

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課（選挙担当）市内出張旅費の支出について（１月分）
7,440

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（２月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（２月分）
70,113
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生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（２月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬の支出について（２名分）
54,940

生野区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 国勢調査検討会議等にかかる市内出張旅費の支出について（２月分）
750

生野区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域による住環境整備等促進事業業務委託事業者選定会議委員に対する報償金の支出について
50,135

生野区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成27年３月号分）
29,970

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
4,384

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
4,914

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
27,929

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
3,542

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
13,316

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
142,833

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
25,920

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
11,664

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
19,332

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
119,750

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
1,555

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
6,922

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
3,780

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
38,356

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
7,560

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
8,208

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
28,740

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
5,267

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,308

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用ボールペン外１１６点の購入経費の支出について
26,319

生野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 区役所一般事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
26,179

生野区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成27年３月号分）
48,600

生野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用コピー料金の支出について（２月分）
4,637

生野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納受取人払の支出について（２月分）
62,565

生野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成27年３月号分）
247,757

生野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成27年３月号分）
303,116

生野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事業用デジタルビデオカメラ外４点の購入経費の支出について
81,291

生野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年工業統計調査にかかる市内出張旅費の支出について（３月分）
150

生野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務経費の支出について（２月分）
5,947

生野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（１月分）
4,005

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（２月分）
119,464

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成27年3月分）
3,814

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成27年2月と3月分）
5,420

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話等使用料の支出について（３月分）
21,018

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第４回生野区区政会議の速記による会議録作成業務経費の支出について
51,840

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務契約にかかる委託料の支出について（平成27年２月分）
1,894,199

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課（工業統計調査）事務用コピー料金の支出について（２月分）
7,310

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
4,920

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
164

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
1,158

生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
6,344
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生野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
7,348

生野区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（１月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全コミュニティづくり事業第３回生野区長杯防犯標語「おこのみやき」ガチ☆メン大会用メダルの文字入れ経費の支出について
24,648

生野区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（１月分）
3,506

生野区役所 市民協働課 平成27年03月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「生野区福祉有償運送運転者育成講習会（第2回）及び補助制度についての説明会」実施にかかる講師謝礼の支出について
7,680

生野区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市生野区地域活動協議会補助金の支出について（Cブロック夜間パトロール）
100,000

生野区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業の講師謝礼の支出について（鶴橋幼稚園）
12,400

生野区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全コミュニティづくり事業用ガチ☆メンめんこの作成経費の支出について
136,080

生野区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市生野区地域活動協議会補助金の支出について（Ｂブロック合同防犯活動）
100,000

生野区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（１月分）
13,119

生野区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区民による区内の緑化推進事業用　花づくり広場ビニールハウス全面張替えにかかる経費の支出について
161,568

生野区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度大阪市生野区新たな地域コミュニティ支援事業委託経費の支出について（前期分）
9,531,904

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
12,960

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
1,620

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
1,080

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
3,500

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
2,296

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
1,800

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
4,284

生野区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課２月分）
630

生野区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業業務事業者選定会議（第２回目）にかかる委員報償金の支出について
49,415

生野区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全コミュニティづくり事業防犯用みまもりベルの購入経費の支出について
386,208

生野区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全コミュニティづくり事業車上ねらい防止啓発幕の購入経費の支出について
93,999

生野区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 これからの教育環境を考えるワークショップ（オリエンテーション）に係る一時保育の経費支出について
2,080

生野区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（10月～3月分）
177,600

生野区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 「中川地域における地域交通のあり方勉強会」実施にかかる講師謝礼の支出について
6,180

生野区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 平成２６年度生野区防災講演会における講師謝礼金の支出について
23,420

生野区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（２月分）
8,034

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
574

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
7,892

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
902

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,128

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,315

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
11,134

生野区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
750

生野区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（２月分）
71,434

生野区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（２月分）
37,081

生野区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 奈良市富雄第三小中学校施設見学に係るバス借上の経費支出について
64,960

生野区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生野区コミュニティ育成事業事業者選定会議にかかる委員報償金の支出について
101,790

生野区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全コミュニティづくり事業用自転車盗対策チラシの印刷経費の支出について
45,599

生野区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）の経費の支出について(２月分）
63,000

生野区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について(２月分）
35,520

生野区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事務事業用防災用安全靴の購入経費の支出について
301,320

生野区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業「春休みこどもヒューマンシアター」チラシの印刷経費の支出について
64,152

生野区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「生野区持続可能なまちづくり活動支援事業」選定会議（第２回）の実施にかかる選定委員報償金の支出について
50,195

生野区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 成人の日記念のつどいにかかるクリーニング経費の支出について
58,212

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生野区防災講演会における手話謝礼金の支出について
8,000
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生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども１１０番の家事業用旗の購入経費の支出について
397,980

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業用　種子他（日々草他）の購入経費の支出について
202,186

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（２月分）
24,000

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（２月分）
108

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（２月分）
3,506

生野区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区福祉有償運送運転者育成支援事業補助金の支出について（平成26年度　第2回目）
48,400

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（3月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（3月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２７年３月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　【平成２７年３月２日支払分】
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２７年３月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　【平成２７年３月２日支払分】
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　88～92 5件）
565,450

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月９日支払分
91,937

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（２月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 窓口サービス課（保険年金：管理）ボイスコール修繕経費の支出について
99,263

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月２５日支払分
577,556

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ６～２月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
43,310

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年１・２月分）の支出について
1,080

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課（住民情報）税証明窓口用音声付順番案内システム機器一式の購入経費の支出について
321,840

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用品の購入経費の支出について
9,385

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年１・２月分）の支出について
2,790

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年１・２月分）の支出について
2,240

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（２月分）
29,433

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用図書の購入経費の支出について
61,884

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　番号表示盤保守点検業務委託経費の支出について（第３回）
27,432

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 窓口サービス課（住民情報）事務用図書の購入経費の支出について
4,968

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・３月分）
870,232

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 205～220 16件）
800,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　94～99 6件）
847,060

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・３月分）
18,009

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（１月分）
3,248,598

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
132,068

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
10,648

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,836

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用品の購入経費の支出について
6,592

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
145,685

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（２月分）
28,950

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,015,364

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月３１日支払分
266,672

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
138,645

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
11,080

生野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
92,908

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,166

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１月分）
379,554

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
32,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
216,460

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成26年度特別保育3月分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成26年度通常保育３月分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,496

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２６年11月分2回目）
360

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
22,976

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
249,201

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
236,856

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
1,420,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
840

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,540

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,170

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
52,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
7,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,476

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,992

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
6,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,639

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
6,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
45,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
2,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
17,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
233,020

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
3,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
4,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
6,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
1,440

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
1,980

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
1,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,074

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,478

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,169

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,569

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,717

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
159,149

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,150
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,129

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,576

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,398

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,677

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,615

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
3,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
660

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,580

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,350

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
61,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
19,980

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
40,650

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
71,700

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
5,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
242,216

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
14,260

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
9,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（4月～12月分）②
300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,286

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,087

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
177,250

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,426

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,907

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,850

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,923

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
29,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,533
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,254

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,106

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,140

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
27,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,121

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
8,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,457

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
84,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
380,861

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
29,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度生野区版「各種健診のご案内」の編集業務委託にかかる経費の支出について
51,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費平成26年10月から平成27年1月分(4ヶ月分）の支出について（3月10日振込分）
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
189,034

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
105,126

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
396,664

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
182,066

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
385,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,236

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,755

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,460

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,755

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
65,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
33,663

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,540

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる検診料の支出について
13,170

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
11,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
9,273

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる治療材料費の支出について
426,832

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
15,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
2,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
199,296

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用消耗品の購入経費の支出について
27,907

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,000
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
256,351

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
12,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
6,419

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院患者特別料金分）の支出について
27,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
2,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
103,185

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
150,556

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,970

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
36,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１月分及び２月分）
395,289

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
374,001

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
242,230

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
230,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「発達に課題のある子どもへの支援の充実事業」啓発講演会にかかる手話通訳謝礼の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
2,153

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
4,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
18,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
25,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
25,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
449

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
18,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
6,210

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
7,719

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
4,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,700

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,188

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
660

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
3,953

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
168,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
60,458

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
3,100
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
61,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
231,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１０月分）
362,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,896

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,295

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,013

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,701

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援担当）事務用ゴム印の購入経費の支出について
12,646

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
14,424

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
29,916

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
108,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
23,140

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度　第３回コホート検討会にかかる報償金の支出について
14,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（２月分）
74,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年２月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事務用消耗品の購入経費の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,802

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成26年度2月分・乳幼児健診等報償金の支出について
399,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
328

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,730

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
74,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,360

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
49,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（自立支援医療更新料）の支出について
14,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院患者特別料金分）の支出について
70,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
160,528

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
62,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
262

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
492

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
676

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
738

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
4,827

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
6,474

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
420

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
18,076

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,592

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
23,010

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
21,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
214,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
220,512

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
215,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「いくのっ子応援事業」にかかるビニールテープ外29点の購入経費の支出について
48,554

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
92,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
72,684

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分及び２月分）
351,192

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１月分及び２月分）
375,688

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（２月分）
329,833

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
131,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
18,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
19,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
11,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１１月分）
557,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第4四半期）
1,855,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,334

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
96,154

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,910

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,198

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,249

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,228

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,279

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,204

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
213,938

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
211,109

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
102,556

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,555

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
59,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（10月分～12月分）
339,581

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（２月分及び３月分）
270,303

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１月分及び２月分）
394,628

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
39,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第4四半期）
1,775,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,919

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,760

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,130

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,500
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,358

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
25,552

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
36,630

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
26,076

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
720

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,868

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,492

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,688

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,134

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,033

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
85,170

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,124

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
151,152

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,156

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,231

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,907

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,717

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,106

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
384,544

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
372,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
382,265

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
146,882

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
103,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
960

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（生活困窮者自立促進支援モデル事業平成２６年８月、９月、１１月及び１月分）
3,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
5,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
53,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる４月分（１回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
44,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
16,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
118,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,084

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる４月分（１回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
22,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　被保護者にかかる住宅維持費の支出について
119,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる４月分（１回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
600,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（人工妊娠中絶に係る費用）の支出について
322,270

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる４月分（１回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
5,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる４月分（１回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
167,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
274,780

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について(通常保育平成26年度第4半期3月追加配付分)
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（3月分）
1,597,700

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 児童福祉施設徴収金・徴収額変更による還付金（平成２６年３月分）の支出について
1,353

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,592

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,959

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
218,538

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,290

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,942

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
389,417

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
98,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
60,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
37,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「いくのっ子」応援事業にかかる両面テープ外24点の購入経費の支出について
101,956

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（２月分）
18,759

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
78,386

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金【受取人払分】の支出について（2月分)
408,137

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,468

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,340

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,294

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,866

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
209,738

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,717

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,599

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
123,003

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
217,984

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
388,808

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,462

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,682

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（２月分）
58,226

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
21,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
76,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（自立支援医療更新料）の支出について
12,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
364,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用消耗品の購入経費の支出について
31,806
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
92,375

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,088

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
557,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
6,826

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉サービス)事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
44,509

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務経費の支出について
85,232

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務経費の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務経費の支出について
27,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務経費の支出について
32,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
1,463,284

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
537,865

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
491,878

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
857,578

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
537,384

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（３月分）
358,705

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（２月分及び３月分）
359,190

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
218,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
377,406

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月分）
197,505

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 発達に課題のある子どもへの支援の充実事業にかかるＣＤ/ＤＶＤファイル外23点の購入経費の支出について
86,042

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,737

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
199,191

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,922

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
584

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
596,523

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
134,731

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
1,890

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
77,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
61,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,208

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,752

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,050

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
96,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
76,680

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
91,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
8,950

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
4,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
73,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,236

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
35,037

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
47,187

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,187

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
24,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
162,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
53,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
7,116

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
34,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
291

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
54,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
17,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
1,944

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
5,210

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
10,253

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
20,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
19,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
113,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,336

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（３月分）
204,385

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（２月分及び３月分）
352,118

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（２月分及び３月分）
382,029

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（３月分）
92,545

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
15,445

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
99,710

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
264,530

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
4,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
4,390

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
344,030

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
40,086

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
48,160

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかるその他医療扶助（食事療養費）の支出について
14,880
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生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産扶助費の支出について
10,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産費用の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
230,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
225,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
235,612

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成27年度生野区版「各種健診のご案内」の印刷業務委託経費の支出について
327,272

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成27年度生野区版「各種健診のご案内」の折込業務委託経費の支出について
193,405

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
7,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,420,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
19,693

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
124,873

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（２月分）
4,923

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
13,948

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
433

生野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,400

旭区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用書籍の購入経費にかかる支出について
35,856

旭区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 戸籍事務用書籍の購入経費にかかる支出について
26,415

旭区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２７年１月分）
2,046

旭区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２７年１月分）の支出について
19,574

旭区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成２６年１２月～平成２７年１月分）
7,538

旭区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所　非常放送用バッテリー交換にかかる支出について
203,040

旭区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査用住宅地図の購入にかかる経費の支出について
9,720

旭区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（ＫＤＤＩ・平成27年1月分）
40,000

旭区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用「旭福興市」のチラシ・ポスターの作成経費の支出について
49,680

旭区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所３階男子トイレ小便器詰まり解消にかかる支出について
76,680

旭区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
144,000

旭区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
72,000

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
4,393

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
410

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
8,300

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
18,380

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
3,400

旭区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
16,400

旭区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務について（第３回全体会議分）
17,280

旭区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
257,684

旭区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
128,842

旭区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
314,496

旭区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
234,389

旭区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
117,194

旭区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる支出について（平成２７年２月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（旭区役所）長期借入にかかる支出について（平成２７年２月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２７年２月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分事務費）
2,664

旭区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分常時啓発費）
4,592

旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年２月分）
2,142
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旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年２月分）
29,318

旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年２月分）
1,950

旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年２月分）
15,260

旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２７年２月分）
2,122

旭区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（２７年２月分）
161,460

旭区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用輪転機インク及びマスターの購入にかかる経費の支出について
101,088

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（平成２７年２月分）
4,600

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、防災用品購入経費の支出について
11,016

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、防災用品購入経費の支出について
77,760

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用、防災用品購入経費の支出について
55,080

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２７年２月分）
295,920

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
30,092

旭区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年３月号）
15,046

旭区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
12,258

旭区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
229,478

旭区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,480

旭区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
92,254

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２７年２月分）にかかる支出について
22,110

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉担当の総務課支払い分　　平成２６年９月～平成２７年２月分）の支出について
3,327

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（にぎわい創出　平成２７年１月分）の支出について
1,120

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２７年２月分）にかかる支出について
210

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用消耗品の購入経費にかかる支出について
18,489

旭区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用消耗品の購入経費にかかる支出について
121,997

旭区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用シュレッダーほか２点の購入にかかる経費の支出について
15,120

旭区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所事務用シュレッダーほか２点の購入にかかる経費の支出について
143,640

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 近助を基本とする地域災害対策体制の確立用救助用工具箱セット外購入経費の支出について
377,740

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
5,974

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
2,716

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
432

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年2月分）
21,951

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
9,930

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年2月分）
26,836

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
3,800

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2～3月分（1～2月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
1,852

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年2月分）
61,098

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
2,706

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月分（２月使用分）専用回線電話代の支出について
37,678

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年3月分（2月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年1月分）
60,000

旭区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年3月分　1回目）
1,486

旭区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１月分）
3,351

旭区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（１月分）
5,000

旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
135,028

旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
10,000

旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
2,678

旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
5,223

旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
20,144
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旭区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出各種事業におけるインクカートリッジ等消耗品の購入にかかる支出について
1,930

旭区役所 市民協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森６丁目）２月分
306

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,239

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,363

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,229

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森４丁目）２月分
306

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森２丁目）２月分
306

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,236

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

旭区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用消耗品代の支出について
12,312

旭区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度スポーツ推進委員報酬の支出について（後期分）
163,200

旭区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発関係消耗品購入経費の支出について
24,332

旭区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（２月分）
45,864

旭区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（大宮３丁目）２月分
306

旭区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放課後おさらい教室用教材費等の支出について
287,821

旭区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放課後おさらい教室用教材費等の支出について
10,540

旭区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当コピー代の支出について（２月分）
3,625

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（２月分）
17,641

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（２月分）
7,701

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
2,050

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
2,050

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　後納郵便料金の支出について
9,969

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
1,312

旭区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（２月分）
1,558

旭区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城北公園フェア２０１５企画・運営業務企画提案審査委員報酬の支払いについて（2名分）
52,380

旭区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 イタセンパラ啓発用チラシ印刷業務における支出について
54,000

旭区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成27年2月・3月分）
100,000

旭区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（２月分）
406,320

旭区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業にかかるプランター・鉢等の購入費の支出について
143,640

旭区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルームフェスティバル用消耗品の購入にかかる支出について
142,560

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２７年１月分）
20,426

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１０月分（追加分）
360

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１０月分
6,010

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１１月分
860

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２７年１月分
300

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１０月分（追加分）
880

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１２月分
490

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
5,522

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
6,320

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
109,785

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
560,925



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
78,430

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
64,058

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年１１月分（追加分）
540

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２６年９月分（追加分）
2,360

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年3月分国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
62,270

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
3,080

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保険年金事務用両開書庫購入に係る経費の支出について
46,656

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（２月分）の支出について
900

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（３月執行分）
707,353

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
500,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（３月執行分）
24,060

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
96,102

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
812

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（２月分）の支出について
1,494

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（２月分）の支出について
5,974

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（２月分）の支出について
4,195

旭区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（平成２７年２月分）
17,705

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
3,864

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
18,247

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
360

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
2,602

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）３月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
3,571

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業にかかる臨時福祉給付金（窓口３月分）の支出について
330,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年12月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
1,424

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年11月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
838

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
246,279

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
24,208

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
14,085

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
157,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
159,924

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
9,970

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
94,832

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
71,471

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
166,116

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
85,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
64,224

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
56,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
28,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 旭区高齢者いきいき生活推進プロジェクト（認知症予防講演会）における講師謝礼の支出について
14,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（１月・分館１月分）
16,362

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
463,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品の購入にかかる支払いについて
27,682

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（１月分）
38,944

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち推進支援事業)の支出について（2月分）
75,600
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
12,366

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
58,739

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
14,881

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,550

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
154,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
82,250

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
28,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
74,260

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
1,260

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成26年度　２月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児童）住宅改修等給付金の支出について
491,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 旭区災害時避難所車椅子対応災害用簡易組み立てトイレ購入費用の支出について
1,652,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,045,363

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
13,130

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
179,615

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
15,264

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
30,950

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
189,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
5,290

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具）給付金の支出について
9,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
39,960

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
235,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
214,416

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
1,320

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支払いについて
5,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度あさひ健康フェスタ2015＆食育フェスタにかかる参加市民傷害保険の支出について
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
67,910

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
645,778

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助費の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 「からだにいいこと展げる講座修了生集いの会」における講師謝礼の支出について
8,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
84,245

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
210,920

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
95,292

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年１月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
318,390

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
286,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
114,842

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について（２回目）
1,508

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
40,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
130,043

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
949,883

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　非指定医療機関診療報酬の支出について
199,130

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
44,640

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
410,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年11月～平成27年2月分　保健福祉課（保健衛生担当）市内出張交通費の支払いについて
10,420
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年1月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,859

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
194,150

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年１月分の支払いについて
5,020

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費の支出について
6,694

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成26年11月～平成27年2月分　保健福祉課（保健衛生担当）市内出張交通費の支払いについて
730

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成26年11月～平成27年2月分　保健福祉課（保健衛生担当）市内出張交通費の支払いについて
1,290

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２６年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分の支出について【追加配付】
60,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２６年度市立保育所賄材料費（３月分）の支出について
2,132,350

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付代金の支出について
368,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
117,685

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
143,931

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
460,366

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
21,430

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　治療材料費の支出について
335,937

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２７年２月分後納郵便料金の支出について
85,208

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
3,140

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
2,440

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
1,910

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
2,080

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
6,303

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
960

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 Ａｓａｈｉ　ｋｉｄｓｃａｒｄにかかるエコバッグ作成にかかる支出について
112,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
1,374

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
420

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
672,475

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
9,432

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
125,908

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
189,422

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
152,440

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
70,440

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
22,680

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
401,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
8,770

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
360
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
241,920

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
83,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
369,626

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
234,040

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
3,580

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
420

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
210

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２６年４～８月分の支出について
740

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２７年２月分）
48,060

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
110,878

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
126,179

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
46,410

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
34,124

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
669,454

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
109,755

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
46,140

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
376,644

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,564

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
52,110

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
381,040

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
33,500

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
13,400,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
6,600,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
233,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
17,810

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
106,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
500,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業の物品購入にかかる支出について
27,500

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
164,116

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
90,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
53,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
116,288

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
72,860

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
66,726

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（２月分）
25,903

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,101,125

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
972

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
51,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　福祉用具購入費の支出について
1,512

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
315,341

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育イベントにかかる物品購入経費の支出について
33,048

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 あさひ健康フェスタ2015＆食育フェスタビラの印刷にかかる支出について
31,568

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,054,875

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成27年3月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
6,164

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
31,733

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
62,208

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
27,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,330

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
144,442

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
102,586

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
7,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
22,237

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
288,657

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,750

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
39,900

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
207,836

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
25,612

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
192,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
313,510

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
265,360

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅維持費の支出について
64,260

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出について
1,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
1,959,908

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年3月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
17,992

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年3月分　小口支払基金繰戻金の支出について（１回目）
8,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（２月分）
10,999

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（2月・分館2月分）
27,215

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンター用トナーおよび国保端末プリンター用トナー購入にかかる支出について
12,312

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者いきいき生活推進プロジェクトの物品購入にかかる支出について
20,174

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度あさひ健康フェスタ2015＆食育フェスタにかかる消耗品代(ハイ・チェッカー他)の支出について
43,642

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度あさひ健康フェスタ2015＆食育フェスタのビラ・ポスターにかかる印刷代の支出について
99,727

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,480
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年２月分の支払いについて
779

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年2月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
1,952

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あさひ健康フェスタ2015＆食育フェスタにおける食事診断機器使用料の支出について
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンター用トナーおよび国保端末プリンター用トナー購入にかかる支出について
8,938

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,798

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳更新面談にかかる管外出張にかかる支出について
1,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
27,182

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,428

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
279,931

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
484

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,021

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
19,420

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
850,449

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者（児童）住宅改修等給付金の支出について
280,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入にかかる支出について
11,895

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
902

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,610

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,236

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,586

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
351,131

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業窓口開設にかかるカウンター、パーテーションの購入費の支出について
210,168

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（２月分）
45,635

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年２月分の支払いについて
381,758

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年２月分の支払いについて
64,877

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
4,200,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
3,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
300,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
2,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　その他介護扶助費の支出について
15,230

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出について
78,398

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
98,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
30,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　検査料の支出について
18,090

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（４月随時分）
1,800,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
280

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業使用物品の購入にかかる支出について
1,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業使用物品の購入にかかる支出について
34,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業使用物品の購入にかかる支出について
13,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
23,067

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
820
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旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
1,230

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
874

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
784

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
30,879

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
3,070

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンター用トナーおよび国保端末プリンター用トナー購入にかかる支出について
12,770

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入にかかる支出について
7,252

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
16,646

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,954

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
656

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
41,683

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（２月分）
1,143,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について(２月分)
564,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託経費の支出について（２月分）
598,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託経費の支出について（２月分）
2,345,050

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
251,144

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付未支払金の支出について（第２号）
40,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 庁内端末プリンタートナー購入にかかる支出について
1,373

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,042

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,066

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,562

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
31,595

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業使用物品の購入にかかる支出について
43,222

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
10,944

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険用事務用品の購入にかかる経費の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月　後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,227

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年２月分の支払いについて
1,136

旭区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
46

城東区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（２月請求分）
3,814

城東区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料などの支出について（２月請求分）
21,083

城東区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」2月号新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）
413,645

城東区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
6,138

城東区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
9,994

城東区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２７年１月分）
9,852

城東区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
4,130

城東区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＯＡ用紙外１５点の買入にかかる経費支出について
113,721

城東区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる通信運搬費の支出について（１月分）
3,693

城東区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への城東区広報紙「ふれあい城東（2月号）」配付業務委託にかかる委託料の支出について
167,249

城東区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(１月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第４回城東区区政会議（本会）用　手話通訳業務の費用の支出について
14,000

城東区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成27年1月分）
2,710

城東区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度 発達障がいサポーターに係る非営利・有償活動団体保険への加入経費の支出について
107,800

城東区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 生涯学習ルーム事業 講師謝礼の支出について（平成27年1月分）
51,500

城東区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費用窓口サービス課（保険年金）市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
2,380

城東区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　水槽用フィルター（ろ材）外９点の買入にかかる支出について
83,754

城東区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる同経費支出について（平成２７年２月分）
171,149
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城東区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 Extra for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる支出について（平成２７年２月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成27年1月分）
110,310

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律意見書作成（国民健康保険料減免および国民健康保険料延滞金免除における職員の不適正事務について）にかかる報償金の支払について
162,000

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度 区民モニター用インクカートリッジ 外７点の購入にかかる支出について
11,502

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２７年２月請求分）
1,274

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第４回城東区区政会議用　第４回本会における議事録作成業務にかかる費用の支出について
15,714

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務に伴う経費支出について（２月分）
14,580

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具の賃貸借に伴う経費支出について（２月分）
9,504

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入に伴う経費支出について（２月分）
14,040

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサス調査員の報償金の支払いについて
38,020

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計指導員の報償金の支払について
105,753

城東区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査員の報償金の支払について
930,695

城東区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度  城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成27年3月号)にかかる経費支出について
151,200

城東区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（２月分）
174,062

城東区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区広報紙「ふれあい城東」（平成27年3月号）概算印刷にかかる経費支出について
313,740

城東区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成27年2月分）
47,030

城東区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（区民アンケート関係）の支出について（平成27年2月分）
65,056

城東区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（２月分）
1,516

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
10,432

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料　平成２７年２月分の支出について（区民モニター受取人払いを含む）
18,181

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費の支出について（平成２７年２月分）
7,584

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
752

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
9,240

城東区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料（２月分）の支出について
2,622

城東区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴコミュニケーションズ　回線使用料（３月請求分）の支出について
2,336

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所一般事務用　輪転機の修理にかかる支払について
75,600

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる同経費支出について（平成27年2月分）
3,410

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる同経費支出について（平成27年2月分）
1,233

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分にかかる支払について(２月分)
5,508

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務の支払いについて（２月分）
21,168

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託にかかる経費支払いについて（平成２７年２月分）
285,882

城東区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラの設置（窓口サービス課および保健福祉課：その２）にかかる同経費支出について
237,600

城東区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　手指消毒剤外７点の買入にかかる経費支出について
42,411

城東区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料などの支出について（３月請求分）
21,083

城東区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用　ワイヤレスネットワーク回線の通信契約にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
3,693

城東区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（３月請求分）
3,814

城東区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度 区ＰＴＡ研修会実施に伴う講師謝礼の支出について
22,800

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ごみ拾い用トングの買い入れにかかる経費支出について
25,920

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成27年2月分）
77,780

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
12,550

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成27年2月分）
1,970

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年３月分）
4,320

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
5,613

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理維持　会議室用テーブルほか１点（城東区役所）買入にかかる経費支出について
3,153,600

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
5,100

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年３月分）
17,594

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成26年度 城東区広報紙「ふれあい城東」3月号新聞折込広告業務委託にかかる経費支出について（概算契約）
411,836

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 報償費　報償金 平成25年度 生涯学習ルーム事業交通費の支出について（過年度分）
32,520
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城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年３月分）
405

城東区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
15,510

城東区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課市民活動支援担当　一般事務用　後納郵便利用料（平成２７年２月分）の支出について
10,185

城東区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域防災対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（エアーテント）
1,512,000

城東区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「第11回城東区吹奏楽フェスティバル」開催にかかる賠償責任保険金の支出について
5,000

城東区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 アイラブ城北川プロジェクト支援事業（城東区魅力創出事業）業務委託にかかる同経費の支出について　【第３回中間払い】
552,654

城東区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支払いについて（下半期支払い分）
230,400

城東区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度城東区校庭等の芝生化事業補助金の支出について
1,150,912

城東区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「スポーツ・レクリエーション事業」にかかる消耗品購入経費の支出について（賞状用紙他３点）
4,071

城東区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場　電気使用料の支出について（平成27年2月分）
657

城東区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（３月請求分）
9,372

城東区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 要援護者支援事業の物品購入にかかる経費の支出について（ブルーシート外２点）
52,380

城東区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業の物品購入にかかる経費の支出について（備蓄用飲料水）
209,304

城東区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 要援護者支援事業の物品購入にかかる経費の支出について（防災食お粥）
221,940

城東区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　一般事務用後納郵送料の支出について（平成２７年２月分）
2,692

城東区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （地域防災対策事業）城東地域活動協議会防災マップ作成にかかる企画編集業務経費の支出について
41,040

城東区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度城東区コミュニティ育成事業　業者選考委員会開催に伴う委員謝礼の支出について
33,660

城東区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 城東区青少年指導員夜間巡視指導ルーム活動用消耗品（飲料及びカイロ等）の購入経費の支出について
30,062

城東区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用ポスター（３種）の作製にかかる経費の支出について
141,480

城東区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（下半期支払い遅延分）
4,800

城東区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 区役所附設会館指定管理予定者選定委員会委員（西区・東成区・城東区）への報償金支払いについて
337,360

城東区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業および要援護者支援事業の物品購入にかかる経費の支出について（災害用簡易トイレ一式））
459,907

城東区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度「城東区内一斉指導ルーム」実施にかかる消耗品購入経費の支出について（カラーブルゾン）
107,136

城東区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川プロジェクト支援事業用物品（デジタルカメラ、外３種）の購入にかかる経費の支出について
97,200

城東区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成26年度「青少年ゆめ・創造事業」における啓発チラシ・リーフレットの作成にかかる経費の支出について
75,600

城東区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区魅力創出事業「大阪大国技館と大相撲」冊子作成にかかる掲載写真の使用料の支出について
10,800

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年3月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年3月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用高額療養費の支出について（資金前渡による現金払い用）
11,217

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成27年1月分）の支出について
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用プリンタトナー外１６点の購入にかかる同経費の支出について
209,520

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
288,722

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
7,290

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,320

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
620

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用インクカートリッジ他１４点の購入にかかる同経費の支出について
145,078

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
125,798

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年2月分)
2,397

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年2月分)
19,160

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年2月分)
8,382

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用トナーカートリッジ他５点の購入にかかる同経費の支出について
53,395

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務等にかかる後納郵便料（27.2月分）の支出について
2,429

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（27.2月分）の支出について
53,594

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（27.2月分）の支出について
32,624

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（27.2月分）の支出について
64,313

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
3,724
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城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（27.2月分）の支出について
3,936

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
1,804

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
253,651

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
788,450

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
247,100

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成27年2月分）
23,189

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用フラットファイル外１９点の購入かかる支出について
57,024

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用フラットファイル外１９点の購入かかる支出について
58,806

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(3月末支払い分)
869,067

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(3月末支払い分)
900,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(3月31日支払)
404,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(3月末支払い分)
390,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２７年３月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年３月分）
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
306,011

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護福祉用具費の支出について
71,820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
187,458

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
19,762

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支払いについて
10,138

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
816,435

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
166,324

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
2,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
335,293

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
138,298

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
135,717

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
233,040

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
22,163

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
1,100

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
27,840

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
32,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
238,384

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
57,235

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
35,680

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
428,960

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２６年度こころの健康づくり対策事業ひきこもり対策研修に伴う出張旅費の支出について
36,740

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
339,820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
9,096

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭費の支出について
143,809

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
83,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
414,162

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事業用トナーカートリッジの購入にかかる支出について
11,988

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
103,528

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
370,955

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
1,227,564

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
930,350

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
685,620

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年２月支給決定分の支出について
381,845

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
1,022
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城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
8,100

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
13,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　　扶助費の支出について
930,776

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について（口座不能分）
1,679

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
20,061

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代・家財処分費用）の支出について
399,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
3,348

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
133,040

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
15,765

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
1,078

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
4,968

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
5,010

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
2,460

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
2,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
4,328

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年2月分）
5,992

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業用）非営利・有償活動団体保険への加入保険経費の支出について
78,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
271,450

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年２月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,190

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
177,552

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年２月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
642,270

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年３月追加分）
80,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
387,154

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
235,791

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
35,340

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
10,026

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
227,320

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成27年1月分)
1,920

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
262,849

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定の支出について
38,188

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
82,650

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
308,228

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費）の支出について
1,500

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
21,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
10,860

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
48,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,981,007

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
18,580

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
226,360

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健衛生事業用公用車　車検（自動車定期整備（継続検査）代金の支出について
76,630

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
107,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
200,078

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
9,084

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№17）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№18）
265,500
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城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№19）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№16）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
58,925

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年４月分）
33,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年４月分）
15,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
367,205

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年４月分）
400,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年４月分）
200,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
91,930

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年４月分）
4,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所賄材料費の支出について（平成２７年３月分）
3,830,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
8,136

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
63,743

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年2月分）
255,752

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
2,460

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
760

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
1,978

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の経費支出について(平成27年2月分)
61,950

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について(平成27年2月分)
329,342

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
337,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
24,140

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
597,906

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
3,280

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年1・2月分）
301

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
736

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年2月分）
60,177

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
85,808

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
36,533

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
3,977

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
12,009

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
110,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
53,279

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年2月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
2,380

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
9,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
207,315

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（償還払い）
3,583

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
226,263

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
116,398

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
21,060

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
386,632

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費・福祉住宅改修費）の支出について
16,254

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
32,120

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
3,990
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城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
58,635

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
7,072

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
880

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（2月分）
16,103

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
2,158

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
2,985

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
720

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
830

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成27年3月5日～13日分）
800

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
556,401

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
915,797

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
175,884

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
228,250

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
212,516

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（２月分）の支出について
17,417

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,603,775

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
2,112

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
48,460

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉等費・高額障がい児給付費の支払いについて
12,068

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉等費・高額障がい児給付費の支払いについて
9,668

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,550

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
46,907

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№15）
270,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
1,250

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
132,650

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
86,629

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
173,880

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
63,544

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
191,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
246

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
1,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
34,473

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
410

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
2,399

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
164

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
15,316

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,535,025
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城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
10,200

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（鴫野東みらい保育園　平成２７年２月分）
2,060,020

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（エンジェルキッズ城東園　平成２７年２月分）
1,305,090

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約にかかる同経費支出について（城東ちどり保育園ちどりキッズ　平成２７年２月分）
1,419,850

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
18,753

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年３月支給決定分の支出について
11,394

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
25,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（２月分）の支出について
11,981

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年2月分）
3,000

鶴見区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（２月分）
21,018

鶴見区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号分）
431,202

鶴見区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について【第１部会（第１回・第２回）・第２部会（第１回・第２回）・第３部会（第１回・第２回・第３回）】
270,459

鶴見区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（1月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 ２０１５年農林業センサスにかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
890

鶴見区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,067

鶴見区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,112

鶴見区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,000

鶴見区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,400

鶴見区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,722

鶴見区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
597,253

鶴見区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　１月分）
23,570

鶴見区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第３回全体会）
20,412

鶴見区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民アンケート事業用アンケート集計業務委託費の支出について（第4回目分/全4回）
129,600

鶴見区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（２月分）
7,290

鶴見区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（２月分）
9,504

鶴見区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用消耗品（フロアケース）購入経費の支出について
17,275

鶴見区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び車両誘導業務委託にかかる経費の支出について（その２）（２月分）
198,720

鶴見区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務に係る経費の支出について（２月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（２月分）
15,012

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料の支出について（２月分）
10,535

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用合同庁舎受水槽ほか２水槽清掃にかかる経費の支出について
254,880

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用衛生害虫防除業務委託にかかる経費の支出について
43,200

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサス調査にかかる調査員報酬の支出について
145,850

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,057

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
6,656

鶴見区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,124

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
90,744

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用鶴見区役所３階更衣室（２カ所）ドア改修工事にかかる経費の支出について
118,800

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（２月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（３月号分）
262,440

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙執行用コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
6,794
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鶴見区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（３月号分）
65,661

鶴見区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,058

鶴見区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（２月分）及び平成26年度統計用後納郵便料金（２月分）の支出について
35,771

鶴見区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 広聴事業用後納郵便料金（２月分）及び平成26年度統計用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,476

鶴見区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市鶴見区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（２月分、１１回目／１２回）
572,400

鶴見区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（２月分）の支出について
8,148

鶴見区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成26年５月号～平成27年４月号）概算印刷の支出について（３月号分）
456,200

鶴見区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 種から育てる地域の花づくり活動案内パンフレット印刷物の購入及び同経費の支出について
135,000

鶴見区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区庁舎自動ドア保守点検業務にかかる経費の支出について（後期支払分・10月～３月）
69,930

鶴見区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成26年工業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（３月分）
330

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　７月分から１月分）
4,460

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外３課　２月分）
24,400

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
4,604

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,400

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理事務用紙折り機修繕業務にかかる経費の支出について
16,200

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,600

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（３月分）
21,018

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 鶴見ブランド育成プロモーション事業にかかる鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ（２体）洗濯請負業務経費の支出について
54,000

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第４回全体会）
40,824

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙執行用ごみ袋外21点購入にかかる経費の支出について
179,719

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,416

鶴見区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,397

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度「鶴見区成人の日記念のつどい」における式典用舞台盛花購入にかかる経費の支出について
19,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度　鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにかかる消耗品購入経費の支出について
65,171

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における体育館用モップ外５点購入に係る経費の支出について
67,392

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における真砂土購入にかかる経費の支出について
11,880

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における消耗品の購入にかかる経費の支出について
61,297

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における楽器搬送業務の経費支出について
103,680

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における舞台・照明・音響管理業務の経費支出について
111,240

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（２月分）にかかる報償金の支出について
15,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（１０月～３月分）
172,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度　鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにかかる消耗品購入経費の支出について
34,700

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業におけるショベル購入経費の支出について
34,884

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(横堤小学校)にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度　鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにかかる消耗品購入経費の支出について
94,348

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度　第18回鶴見区生涯学習ルームフェスティバルにかかる舞台・照明・音響業務にかかる経費の支出について
103,680

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 茨田小学校校庭芝生化事業に伴う補助金の支出について
2,194,158

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課人権啓発推進事業及び生涯学習事業用後納郵便料の支出について(2月分)
328

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業（区職員による災害対策業務）にかかる消耗品購入経費の支出について
195,289

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成27年２月分）
5,978

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制）事務用郵便料の支出について（２月分）
246

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 防犯事業にかかる青色防犯パトロール車のパトライト交換費用の支出について
1,674

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 横堤小学校区教育協議会ーはぐくみネットー事業にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（こども・教育担当）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
9,102

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
3,444

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事務用消耗品購入経費の支出について
57,045

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 鶴見区人権啓発推進事業にかかる委託料の支出について
1,500,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年「夢・未来」創造事業「英語で遊ぼう！」における報償金の支出について
9,500
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業(榎本幼稚園)にかかる講師謝礼金の支払いについて
22,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年「夢・未来」創造事業「英語で遊ぼう！」における消耗品の購入にかかる経費の支出について
175,575

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度鶴見区学校体育施設開放事業における台車外３点購入経費の支出について
66,312

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度青少年活動発表事業「鶴見区中学校総合文化祭～きさらぎコンサートinつるみ～」における映像記録編集業務に係る経費の支出について
10,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年「夢・未来」創造事業における（ダンス授業）の開催にかかる報償金の支出について
42,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年2月分）
20,225

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事務用消耗品購入経費の支出について
136,866

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（２月分）
3,814

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年3月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年3月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の3月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（１月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報担当事務（戸籍事務）用返信用切手購入経費の支出について
20,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用国保プリンタトナーの購入経費の支出について
32,616

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用文具類等購入経費の支出について
49,464

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用国保プリンタトナーの購入経費の支出について
232,848

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
1,037,378

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（滞納繰越分・一般）の支出について（平成２７年３月１６日支払）
41,533

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出退職被保険者等還付金）の支出について（平成２７年３月１６日払）
48,504

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（２月分）
5,100

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入にかかる経費の支出について（２月分）
2,570

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
452,080

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
55,487

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
105,122

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
6,514

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
2,952

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（２月分）
10,713

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
99,080

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
87,866

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
87,845

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
62,643

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（３月分）
1,230

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　管理）
469,474

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
404,508

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（滞納繰越分）の支出について（平成２７年３月３１日支払）
67,141

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（滞納繰越分退職）の支出について（平成２７年３月３１日支払）
84,013

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
58,524

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
21,708

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
21,708

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用トナー購入経費の支出について
32,562

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　３月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　３月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 つるみっ子ルーム事業用、「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について（平成２７年２月９日分）
7,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
63,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
96,687

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
52,140
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
22,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
5,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
43,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
59,508

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
3,132

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
1,177

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品購入経費の支出について
9,504

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 つるみっ子ルーム事業用、「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について（平成２７年２月１８日分）
8,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業用　「愛 Ｌｏｖｅ こども ニュース」の印刷経費の支出について
48,924

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 手話通訳業務委託（地域福祉活動推進事業用）にかかる支出について
14,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
353,217

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
31,192

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
331,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について（平成26年度4月分～11月分）
3,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
355

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
516

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について（平成26年度4月分～11月分）
28,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について（平成26年度4月分～11月分）
3,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
5,969

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
4,752

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月6日支払）
193,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
5,410

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度１月分）
6,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１月分）
1,380

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
20,938

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
8,488

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
216,453

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
151,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（９月分）
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業窓口開設用消耗品購入経費の支出について
8,759

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
72,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
35,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８月～１１月分）
169,816

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
113,616

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業窓口開設用消耗品購入経費の支出について
121,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
2,455

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
2,797

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
4,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
399

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
896

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
8,046

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
7,839

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
16,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
3,280
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
596

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
3,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年度２月分）
3,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
27,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１２月申請分）
252,774

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
15,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
182,733

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
6,456

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
218,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育用追加配付分　３月分）の支出について
40,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年1月分）
269,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
70,940

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
58,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる診察料の支出について
13,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月16日支払）
203,119

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法及び各種医療助成事業関係事務用消耗品購入経費の支出について
35,326

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
100,021

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
152,229

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
411,864

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
4,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度２月分)
348,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
70,909

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
37,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成27年2月分）
98,463

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
6,078

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
98,941

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１２月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
558,893

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
55,324

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
194,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年1～2月分）
49,586

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
10,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
9,386

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
5,918

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
100,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
30,276

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
35,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる人工妊娠中絶費用の支出について
67,390

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
37,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
155,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
219,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育施設運営業務の委託契約の支出（平成27年2月分）について
2,157,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月20日支払）
173,903
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　３月分の支出について
2,146,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
955,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
72,437

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
211,575

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
197,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
2,137

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
162,387

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
196,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
270,164

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
27,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
796,161

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
170,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
173,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
649,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
902,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区地域有償ボランティア育成事業委託事業者選定会議にかかる審査委員の謝礼の支出について
43,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 つるみっ子ルーム事業用「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について（平成２７年３月４日分）
10,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 つるみっ子ルーム事業用「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について（平成２７年２月２５日分）
10,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
19,490

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
208,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
27,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～１月分）
15,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
65,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
87,927

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 4月分生活保護費の支出について
6,435,226

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 4月分生活保護費の支出について
3,032,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 4月分生活保護費の支出について
148,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成26年4月、11月分、平成27年1～2月分）
198,634

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 4月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険返還金の支出について
15,435

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 4月分生活保護費の支出について
500,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度2月分）の支出について
1,394

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度2月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度2月分）の支出について
2,116

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度2月分）の支出について
584

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（3月25日支払）
37,291

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（平成26年度2月分）の支出について
27,512

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
3,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（２月分）
68,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
4,132

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
1,958
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
24,974

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
3,544

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（２月分）
97,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
171,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
53,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（１２月～３月分）
319,632

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
85,428

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
5,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
902

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
1,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,132

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・給食費の支出について（平成26年9月、11月分、平成27年1月～3月分）
348,706

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成27年2月分）
210,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
15,910

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障がい者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
5,176

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（受取人払）の支出について（２月分）
29,151

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
84,406

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
984

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
1,024

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
24,246

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
6,364

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
2,181

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
750

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（２月分）の支出について
5,324

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年2～3月分）
162,551

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
99,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成27年2月分）
244,793

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる介護報酬の支出について
5,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
36,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
114,928

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
190,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる出張旅費の支出について（平成26年度12月～2月）
1,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 講師謝礼金（障がい者・高齢者虐待防止にかかる意見交換会事業用）の支出について
11,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
2,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用2月分コピー料金の支出について
9,551

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用2月分コピー料金の支出について
2,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用2月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
53,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
19,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（１月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月30日支払）
329,492

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用2月分コピー料金の支出について
1,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（2月分）の支出について
575

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（2月分）の支出について
3,065

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（2月分）の支出について
601

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（2月分）の支出について
1,079
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（2月分）の支出について
4,495

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（10月分）
280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
720

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
1,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務用トナー購入経費の支出について
90,721

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務用トナー購入経費の支出について
35,226

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務用トナー購入経費の支出について
10,311

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
116,747

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
3,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
57,855

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
79,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
29,370

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
8,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
11,423

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について
61,684

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
182,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
51,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（２月～３月分）
113,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（２月分）
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ２月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
208,628

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ２月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
33,706

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる引越料の支出について
140,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成26年度12月～3月分）
52,665

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費の支出について（平成27年1、3月分）
68,828

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
22,754

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
29,444

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
53,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
211,792

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成27年2月分）
11,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２６年度２月分）
74,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業 医師等報償金の支出について（平成２６年度　２月分）
31,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務用トナー購入経費の支出について
9,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務用にかかる出張旅費の支出について（10月分）
280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２６年度２月分)
318,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（2月分）
2,337

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,704

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
17,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
5,318

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（2月分）
4,887

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（2月分）
1,836

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
4,856

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（2月分）
1,966

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
13,586

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（2月分）
2,110
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
496

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年１月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,129

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（２月分）
957,901

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用消耗品の購入にかかる経費の支出について
288,473

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査調査員報酬の支出について
229,322

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（2月分）
9,504

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
3,006

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
1,831

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
6,480

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２７年農林業センサス調査員報酬の支出について
50,930

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
246

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
7,454

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（２月分）
253,800

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（２月分）
8,316

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（２月分）
21,319

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１２・１月追加分）
1,120

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
25,600

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（２月分）
361,836

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年２月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び統一地方選挙事務用）
1,298

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び統一地方選挙事務用）
8,648

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び統一地方選挙事務用）
4,132

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（２月分）
63,451

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（２月分）
31,653

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（２月分）
82,693

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用害虫駆除にかかる費用の支出について
37,800

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（１１月追加分）
360

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（2月分）
3,780

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（２月分）
110,793

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（2月分）
164

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（2月分）
410

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）①
17,561

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）①
800

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（２月分）
4,353

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）①
2,384

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙における消耗品等の購入にかかる経費支出について
151,607

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）①
1,814

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 統一地方選挙における消耗品等の購入にかかる経費支出について
1,620

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）①
164

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２６年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（３月分）
908,713

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 阿倍野区役所大会議室鍵取替業務にかかる経費の支出について
36,180

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,835

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用受水槽・汚水槽清掃業務委託にかかる費用の支出について
258,120

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　統計調査事務用市内出張交通費の支出について（３月分）
504

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月追加分）
520

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）②
16,200
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阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用受水槽配管保護カバー交換業務にかかる経費の支出について
291,600

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）②
2,460

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２６年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月追加分）
504

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分）②
3,888

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかる投票用紙送付用レターパックプラス購入費の支出について
17,850

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
21,096

阿倍野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所産業廃棄物処理業務委託（単価契約）にかかる支出について（２回目）
18,662

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（２月号）
63,296

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分１回目）
5,151

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度阿倍野区コミュニティ育成事業選定委員報償金にかかる経費の支出について
49,955

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整の消耗品購入経費の支出について
18,468

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整の消耗品購入経費の支出について
47,865

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分１回目）
2,898

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整の消耗品購入経費の支出について
32,767

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）電気料金の支出について
8,217

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分１回目）
4,320

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　電球型LEDライトキーホルダーの買入にかかる経費の支出について
139,320

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２７年１月分）
34,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業における講師にかかる講師謝礼の支出について（平成26年12月分）
4,490

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,800

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について
238,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進員報酬の支出について（10月分～3月分）
158,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区防災事業用　「防災フェスタinあべの」にかかる講師謝礼金の支出について
34,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区防災事業用　パイプテント外３点のレンタルにかかる経費の支出について
75,600

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業用啓発シールの購入にかかる支出について
66,420

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用花苗運搬業務にかかる経費の支出について
246,240

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（３月号）
261,688

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平成２６年度阿倍野区広報紙新聞折込業務にかかる経費の支出について（３月号）
160,056

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整用消耗品の購入経費の支出について
18,824

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用啓発ティッシュの購入にかかる経費の支出について
54,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）水道料金の支出について
1,026

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（２月分）水道料金の支出について
594

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用事務用消耗品購入経費の支出について
61,358

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（２月分）
490,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当用電話料金の支出について（平成27年2月分）
11,965

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（２月分）
7,646

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（３月分）電気料金の支出について
7,940

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 「阿倍野筋の魅力づくり整備事業」における阪堺電気軌道上町線芝生植生にかかる検討及び設計業務にかかる業務委託料の支出について
1,922,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度阿倍野区英語交流事業　審査選定委員会における委員の報償金の支出について
48,015

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支払いについて（平成２７年１・２月分）
42,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「新たな地域コミュニティ支援事業」、「イベントスタッフ育成、イベント企画・運営支援事業」選定委員報酬にかかる経費の支出について
49,955

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整内事業広報用消耗品の購入経費の支出について
24,840

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業における腐葉土等の購入にかかる支出について
69,562

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整内事業広報用消耗品の購入経費の支出について
74,520

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所附設会館管理運営事業用　ロビーチェアー（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
477,792

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　地域防災リーダー装備品の購入にかかる経費の支出について
382,968

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
25,811
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阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
750

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,434

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働型自転車利用適正化事業外１事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
714

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 コミュニティ育成事業外３事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
246

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年２月分）
1,842

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年２月）
97

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年２月分）
92

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働型自転車利用適正化事業外１事業にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,516

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年２月分）
1,004

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（３月号）
63,973

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務用啓発マスク購入にかかる経費の支出について
146,880

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２７年３月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２７年３月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる３月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる３月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年２月分）③
773,405

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年２月分）
1,023,772

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成27年２月分）②
350,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入にかかる経費の支出について
20,800

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
7,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
199,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
49,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
80,819

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
120,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年１月分）
79,074

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成27年３月分）
350,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年３月分）
373,232

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年３月分）
127,060

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年３月分）
9,793

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 戸籍事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
16,912

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（１～３月分）の支出について
4,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用トナーカートリッジ１０本買入にかかる経費の支出について
45,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用トナーカートリッジ１０本買入にかかる経費の支出について
137,538

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用トナーカートリッジ１０本買入にかかる経費の支出について
33,246

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年３月分）②
302,293

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
7,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
112,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
438,676

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
148,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
72,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
90,868

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
200,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
2,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
1,168

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
1,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年３月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年１月分①）
13,804
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年３月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業（ウォーキングサポーター養成講座2月4日分）講師報償金の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１０月分②）の支出について
960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１０月分②）の支出について
640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
1,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１０月分②）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（１０月分）
4,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（７月分）
5,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（１１月分）
3,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分③）の支出について
280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１０月分②）の支出について
1,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
1,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１１月分②）の支出について
1,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
45,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（２月分）
49,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 阿倍野区地域包括支援センター運営協議会用のお茶購入費の支出について
1,932

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
6,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
344,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
40,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
240,023

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
216,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
83,151

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（２月分）
16,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度ピアカウンセリング（２月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
116,470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（８月分）
4,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２６年度阿倍野区子育て講演会にかかる一時保育の市民活動行事保険料の支出について
1,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
142,642

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
63,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の不動産鑑定費用にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
235,828

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の登記にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年２月）
87,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の診療費等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
18,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
44,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年２月）
228,232
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（２月分）
114,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業（ウォーキングサポーター養成講座2月17日分）講師報償金の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（文の里中・平成２７年１月分）
45,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
24,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（２月５日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）
6,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）
2,228

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る鑑定費用の支出について
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年２月分）
1,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（１月分）
2,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
43,806

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
48,459

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
203,645

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
26,325

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,895

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
34,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
206,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
30,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具・住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年２月）
26,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
288,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年２月）
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（２月２５日実施分）
31,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年３月追加分通常保育用）
40,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２７年１月分）の支出について
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（２月分）
91,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
55,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
120,570

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
11,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
19,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 虐待事案による高齢者の緊急入院対応時の移送に係る通信運搬費の支出について
2,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（２月分）
257,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
29,446

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２７年度発達障がいサポート事業にかかる非営利・有償活動団体保険料の支出について
49,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
17,508

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,388

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
23,876

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,367

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
504

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
9,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２７年２月分）
87,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２７年２月分）
63,737

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２７年２月分）
32,938

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（金塚小・平成２７年２月分）
8,189

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２７年２月分）
35,163

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野小・平成２７年２月分）
23,972

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（常盤小・平成２７年２月分）
81,738

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中・平成２７年２月分）
33,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代等にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２６年４月～平成２７年１月分）
102,653

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２７年２月分）
37,084

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
41,046

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
8,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支払いについて（平成２６年１２月分から平成２７年１月分）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,656

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
70,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について(代理受領方式）
163,802

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
59,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
22,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
3,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（２月分）
218,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
1,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
1,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
690

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
113,032

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
82,006

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
235,485

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
235,485

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
38,236

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
399,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
241,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
33,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
355,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,924

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
3,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
2,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
67,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
139,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
16,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２７年３月支払分）
21,641

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分）の支出について
940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「あべの　安全・安心　見守り、支え合い隊」事業　業務委託にかかる公募型プロポーザル選定会議（平成27年3月5日）委員に係る報償金の支出について
51,935

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
16,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度阿倍野区子育て講演会における手話通訳派遣経費の支出について
13,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年３月支払分）
1,472,908

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
41,752

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２７年３月支払分）
287,561

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
283,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年４月定例・随時払分）
25,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年４月定例・随時払分）
13,600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年４月定例・随時払分）
300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（丸山小・平成２７年２月分）
46,376

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２７年２月分）
13,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阿倍野中・平成２７年２月分）
9,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
351,043

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年４月定例・随時払分）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年４月定例・随時払分）
1,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
244,916

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　あおぞら　平成27年２月分）
1,080,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　Four Leaf　平成27年２月分）
1,116,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業の業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年2月）
1,891,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（保育ママ　なかよしルーム阿倍野　平成27年２月分）
570,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２７年３月支払分）
300,882

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
341,340
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２７年３月分）
1,787,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度阿倍野区子育て講演会一時保育にかかる報償金の支出について
34,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２７年４月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,584

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
70,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
20,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 重度障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
21,189

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
189,792

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
29,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
66,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,216

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,937

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
1,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
20,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
2,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
345,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
211,465

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年１月分②）の支出について
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２６年１２月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（２月分）
3,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
19,211

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
501,363

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
421,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
11,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
10,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
21,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
222

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
10,238

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
2,749

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
15,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期分）の支出について
1,169,025

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分②）
41,855

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
212
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
14,483

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
50,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分②）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２７年２月分）
27,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
88,913

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
303,972

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
5,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
14,769

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
41,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
71,791

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
175,228

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
168,477

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年３月）
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成２７年３月分）
24,415

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２７年２月分）
101,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南中・平成２７年３月分）
54,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年３月）
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年３月）
6,664

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
76,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
20,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
114,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
6,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
40,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の時間外訪問看護にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
24,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
18,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
32,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
61,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年３月）
300,976

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の出産にかかる出産扶助費の支出について（平成２７年３月）
17,015

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
208,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
218,584

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年３月）
221,252

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
758

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
670

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分②）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分①）
35,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,268

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度民生委員・児童委員費用弁償金（第４四半期分）の支出について
1,122,775

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
48,827

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
11,398

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
2,378

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
1,558
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
14,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
18,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
67,072

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（２月分）
2,879

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 認定審査会および連絡協議会用茶代の支出について（平成２７年３月２３日分以降）
17,424

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
19,925

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２７年３月分の支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職)平成２７年３月分の支払資金の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（1月分）
10,673

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度２月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
850,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度２月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,389,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２６年度２月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
610,627

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分研修等市内出張交通費の支出について
670

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度2月分　国民健康保険療養費（一般分）の支出について
182,574

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度２月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
675,840

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
2,360

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
7,706

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
125,029

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
645,704

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
196,430

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
99,724

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
100,646

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
600,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,478,160

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
4,385

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度3月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
601,292

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度3月分国民健康保険療養費（退職分）の支出について
38,366

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
8,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課用市町村役場便覧購入費の支出について
3,996

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍・住民登録）用事務消耗品購入費の支出について
125,523

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
13,965

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度3月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
98,441

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成26年度3月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
373,020

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２６年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
301,430

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
878,044

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ等事務用品および介護保険認定審査会用お茶（延べ１５６名分）の購入にかかる経費の支出について
71,172

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険事務用トナーカートリッジ等事務用品および介護保険認定審査会用お茶（延べ１５６名分）の購入にかかる経費の支出について
15,331

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる管外出張旅費の支出について（出張期間：平成27年2月23日～2月24日）
36,960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
2,700

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
20,932
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
12,998

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
9,784

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
2,600

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
6,912

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
450

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
2,660

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
278

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
108

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
5,720

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（２月分）
732

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
7,884

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１６号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２０号）にかかる経費の支出について
45,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
130,903

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
9,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,713,985

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
9,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
127,274

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
429,060

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療費の支出について
33,328

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用　３月分）の支出について【追加配付分】
40,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
31,220

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
5,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
700

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
4,500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品購入経費の支出について
3,764

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
1,814

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
750

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
327,808

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,490

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
120

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
12,140

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
125,780

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
211,490

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
290,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
398,356

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２１号）にかかる経費の支出について
90,084

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（２月分）
14,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
3,110

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
2,460

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「平成２７年度がん検診等広報ビラ」の印刷費の支出について
243,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「平成２７年度がん検診等広報ビラ」の印刷費の支出について
81,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
9,358

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
574

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
90,800
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
778

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
201,450

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
9,044

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,210

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２６年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
24,322

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
83,607

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
22,908

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,690

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年２月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,998,491

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（２月分）
511,920

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
8,928

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
9,049

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
10,265

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業所運営業務委託にかかる支出について（マミーズアイ保育園すみのえ園　２月分）
2,180,570

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（すみのえ　２月分）
845,550

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業（保育ママ）業務委託にかかる支出について（ひだまり　２月分）
566,100

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当随時払い　平成２７年３月支払分の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（３月分）
1,847,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（２月分）
7,236

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区「虐待防止あったかネット」プロジェクト運営業務委託事業者選定委員会（第２回：平成27年3月13日開催分）にかかる謝礼金の支出について
42,915

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
2,760

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
3,460

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
790

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,165,465

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
1,100

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１９号）にかかる経費の支出について
115,533

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
1,640

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・高等学校・【新規】）
365,500

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・専門学校・【新規】）
486,510

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２６年１１月～平成２７年２月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第４四半期請求分のレインボーカード購入経費の支出について
79,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
260

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
430

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
4,690

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
3,970

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,007,788

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,417,787

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
580

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
1,040

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
325,101

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
610
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
790

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
155,018

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
1,780

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
17,879

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年２月分）
749

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２８号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２２号）にかかる経費の支出について
179,605

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２４号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２５号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１８号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２６年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月分）
99,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分）（分館）
330,680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分、５月追加分）（南港）
161,940

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２６年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分）（分館）
11,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
6,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
6,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支出について
234,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（２７年１月分）の支出について
7,628

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（１月分）
18,732

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（２７年１月分）の支出について
59,686

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成27年2月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
40,455

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 事務参考用地方財務実務提要の購入（概算契約）にかかる経費の支出について（追録番号５２１）
2,263

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用プリンタートナー等の購入経費の支出について
324,118

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（平成２７年３月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（１月分）
2,373

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館樹木剪定業務委託にかかる費用の支出について
209,520

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（平林小学校ＰＴＡ）
20,640

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区制40周年事業推進ディレクターの報償金の支払いについて（1月分）
43,305

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「すみのえ・まち案内」増刷にかかる印刷経費の支出について
248,400

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区成人の日記念のつどいの会場使用にともなう光熱水費の支出について（平成２７年１月１１・１２日分）
14,918

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
695,919

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住之江区広報紙「さざんか」（平成27年2月号）にかかる増頁分の配布業務（概算契約）にかかる経費の支出について
169,560

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる指導員への報償金の支払いについて
34,250

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙及び 高裁判所裁判官国民審査にかかる市内出張交通費の支出について
1,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）の業務委託料１月分の支出について
564,655

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
7,300

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
5,670

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,725

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
10,692

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
12,612

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,530

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
676

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
432

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
6,148

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年9月～平成27年2月分連絡調整・研修等市内出張等交通費の支出について
56,470

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区成人の日記念のつどい記念冊子への人権啓発記事印刷費の支出について
33,250
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住之江区役所 政策推進室 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区家庭学習の手引きの作成及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
428,760

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区民ホール内壁修繕業務にかかる経費の支出について
248,400

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立住之江会館管理運営業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
5,117,560

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区家庭学習の手引きの作成及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
109,512

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（２７年２月１７日分）
16,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用事務用品の買入にかかる経費の支出について
282,744

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成26年度 中学生の英語力向上支援事業にかかる実用英語検定料の支出について
1,190,940

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年２月分）
72,792

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託にかかる経費の支出について（２７年２月分）
13,834

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年２月分　日常清掃費）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について（２７年２月分）
299,310

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２７年２月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料にかかる経費の支出について（２７年２月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２７年２月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（２７年２月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（１０～３月分）
187,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用蛍光灯の購入経費の支出について
59,670

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年２月分）について
22,960

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所窓口案内サービス事業にかかる経費の支出について（２７年２月分）
567,273

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年２月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年２月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ）
17,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（２７年３月２日分）
10,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市住之江区役所窓口案内サービス事業運営業務委託事業者選定委員会委員への報酬支払について
39,285

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
334,365

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
125,145

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
44,849

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
1,696

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
3,006

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
697

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
1,435

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２７年３月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
118,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 2015年農林業センサスにかかる調査員への報償金の支払いについて
35,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
656

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２７年２月分）
70,169

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２７年２月分）
897

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年２月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年２月分）
779

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年２月分）
164

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年２月分）
11,966

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年２月分）
1,428

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区人権啓発推進事業　地区人権学習会運営業務　第２回業者選定委員会にかかる委員謝礼の支払について
45,105

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区民ホール用ビジネスプロジェクター等の購入にかかる経費の支出について
15,984

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住之江区民ホール用ビジネスプロジェクター等の購入にかかる経費の支出について
172,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・統一地方選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
1,638

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・統一地方選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
7,708

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
451,440



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報
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住之江区役所 政策推進室 平成27年03月24日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務・統一地方選挙にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
5,758

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「（仮称）咲洲ウェルネスタウン計画」に関する他都市視察にかかる管外出張交通費の支出について（平成27年３月９日出張分）
29,600

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所各事業用大型プリンターインク等の買入にかかる経費の支出について
348,289

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所各事業用ポスタープリンターの買入にかかる経費の支出について
25,920

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（２月分）
20,787

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（２月分）
5,298

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２７年２月分）にかかる支出について
6,998

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住之江区役所各事業用ポスタープリンターの買入にかかる経費の支出について
318,060

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（２月分）
19,972

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第１８回住之江区生涯学習ふれあいフェスティバル」会場設営・撤去、並びにＰＡ音響機材オペレーション業務にかかる費用の支出について
220,320

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成27年3月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
44,415

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用リフレクター投光器の買入にかかる費用の支出について
109,350

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯啓発および地域安全対策事業周知用「いかのおすし」ステッカー買入にかかる経費の支出について
61,560

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江会館掲揚用市旗の購入にかかる経費の支出について
13,500

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用ダイナモラジオライトの買入にかかる費用の支出について
153,316

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
1,953

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（２月分）
18,732

住之江区役所 政策推進室 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪抑止パトロールチーム配布用防犯啓発物品、防犯ブザーライト買入にかかる費用の支出について
299,700

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
379,410

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
280,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,321,844

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,180

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
2,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
62,480

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
162,638

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
232,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,265,232

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
250,234

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
1,652

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
90,920

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における医療扶助費（訪問看護）の支出について
163,380

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
4,580

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
87,334

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年９・１０・１１・１２月・平成２７年１月分）
3,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年９・１０・１１・１２月・平成２７年１月分）
1,280

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年９・１０・１１・１２月・平成２７年１月分）
1,680

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年９・１０・１１・１２月・平成２７年１月分）
4,570

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
43,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,886

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
290,548

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
232,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
223,616

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
349,777

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
84,500

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
17,490
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住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
291,607

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
9,022

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
30,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
65,080

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
21,031

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
110,760

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
1,620

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
67,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,065,795

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
866,950

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・６・８・９・１１・１２月・平成２７年２月分）
1,040

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,370,750

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・６・８・９・１１・１２月・平成２７年２月分）
8,760

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２６年５・６・８・９・１１・１２月・平成２７年２月分）
560

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
280,232

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
540,300

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,309,055

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
51,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,309,500

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
8,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
16,440

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
350,559

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
141,965

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
22,837

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
11,780

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
29,269

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時１回目）
28,000,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
277,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
360,037

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
35,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時１回目）
15,000,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時１回目）
700,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
7,392

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
10,080

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
7,869

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
420

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
368,858

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時１回目）
1,000,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
82,190

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
10,160

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時１回目）
4,000,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,265,510

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
268,843

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～１３日分）
9,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～１３日分）
15,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～１３日分）
3,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業窓口開設用事務用品購入にかかる経費の支出について
242,244

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用品（生活保護システム用トナー）にかかる購入経費の支出について
122,990
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住之江区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用品（生活保護システム用トナー）にかかる購入経費の支出について
81,994

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用品購入にかかる経費の支出について
63,547

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
77,868

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
298,768

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
256,090

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
267,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
373,737

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
217,920

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
316,872

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
376,039

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
125,885

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
18,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
71,220

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
1,620

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
384,760

住之江区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
51,910

住吉区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（１月分）
21,090

住吉区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（１月分）
3,814

住吉区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（２月請求分）
1,506,637

住吉区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（１月分）
10,800

住吉区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用カラーコピーボード及びプリンタ買入にかかる経費の支出について
16,200

住吉区役所 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用カラーコピーボード及びプリンタ買入にかかる経費の支出について
210,600

住吉区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査の調査員報償金の支出について
185,521

住吉区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（２月分）
32,400

住吉区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用及び選挙管理委員会事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,999

住吉区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用及び選挙管理委員会事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
6,994

住吉区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用及び選挙管理委員会事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
3,889

住吉区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用及び選挙管理委員会事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
28,164

住吉区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用及び選挙管理委員会事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
25,080

住吉区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(２月分)
901

住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用出張交通費の支出について（８月～２月分：（保険年金課）分）
3,080

住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,220

住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
8,640

住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
7,862

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用住吉区役所受水槽修繕業務の実施および同経費の支出について
168,264

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(2月分)
265,500

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所、住吉区民センター害虫駆除業務の実施及び同経費の支出について
108,000

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所受水槽清掃及び水質検査業務の実施及び同経費の支出について
81,000

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について(２月分)
32,940

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入にかかる経費の支出について(２月分)
13,107

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について(２月分)
5,978

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式長期借入の実施にかかる経費の支出について（２月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬
第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について（口座不能による
再振込） 30,784

住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金
第47回衆議院議員総選挙及び第23回 高裁判所裁判官国民審査にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について（口座不能による
再振込） 23,798

住吉区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
228,656

住吉区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
115,977

住吉区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（２月分）
23,694
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住吉区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用4階及び1階スライディングドア修繕業務にかかる経費の支出について
403,920

住吉区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(２月分)
10,726

住吉区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（２月分）
1,570

住吉区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(２月分)
328

住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について(２月分)
9,536

住吉区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（２月分）
4,029

住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
34,812

住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住吉区役所電動防火シャッター修繕の実施及び同経費の支出について
478,116

住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサス農林業経営体調査の調査員報償金の支出について
138,440

住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　普通旅費 第47回衆議院議員総選挙用出張交通費の支出について（口座不能による再振込）
630

住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(２月分)
588,579

住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(２月分)
5,421

住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 第18回統一地方選挙におけるカラートナー外22点の購入の実施及び同経費の支出について
229,505

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（３月分）
21,600

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用消耗品(0PP袋外５点)買入の実施と同経費の支出について
32,141

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（３月請求分）
1,420,202

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 住吉区民センター大ホールスピーカー修繕業務の経費の支出について
215,384

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（２月分）
3,814

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（２月分）
21,083

住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 簡易専用水道法定検査業務の実施及び同経費の支出について
7,938

住吉区役所 地域課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１月分）
6,300

住吉区役所 地域課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（２月分）
10,937

住吉区役所 地域課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（２月分）
500

住吉区役所 地域課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　関西電力株式会社電柱及び区内各駅の駐輪場に啓発ポスター掲示に関する「しめしめ４５Ⅱ外５点」の買入経費の支出について
29,397

住吉区役所 地域課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用　モノクロプリンター用ドラム／トナーカートリッジ（純正品）５本の購入経費の支出について
143,370

住吉区役所 地域課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみちゃんふれあいイベント広場事業用　折りたたみテント　外２点の購入経費の支出について
41,904

住吉区役所 地域課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 すみちゃんふれあいイベント広場事業用　折りたたみテント　外２点の購入経費の支出について
69,984

住吉区役所 地域課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務にかかる各種防犯啓発物品、カラーペーパー５色の買入経費の支出について
18,446

住吉区役所 地域課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　ベスト　７０着の購入経費の支出について
81,648

住吉区役所 地域課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　簡易トイレ購入経費の支出について
56,160

住吉区役所 地域課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険にかかる経費の支出について
26,370

住吉区役所 地域課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の自動車重量税の支出について
7,800

住吉区役所 地域課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　防犯カメラ設置に伴う啓発ステッカー買入経費の支出について
85,320

住吉区役所 地域課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災啓発用　住吉区「防災マップ」の印刷経費の支出について
421,200

住吉区役所 地域課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
594

住吉区役所 地域課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
1,026

住吉区役所 地域課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ設置事業用脚立の買入経費の支出について
24,624

住吉区役所 地域課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（２月分）
10,880

住吉区役所 地域課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時要援護者支援システム事業用　点字テープカートリッジ　外１７点の購入及び同経費の支出について
247,320

住吉区役所 地域課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（２月分）
6,057

住吉区役所 地域課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ買入にかかる経費の支出について
2,730,240

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（２月分）
44,233

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　啓発ポスター・チラシ作成用、ラミネーター外４点の買入経費の支出について
156,040

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラにかかる電気代の支出について（２月分）　＜平成25年度設置分＞ （NO.1～4、6、10、11、13～16、20～24、26～34）
7,502

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン車）左後部スライドドア、アウターハンドル交換及び同経費の支出について
13,176

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料
地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン）の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等、経費の支出につ
いて 68,688

住吉区役所 地域課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　平成26年度住吉区防災マップ配布業務委託経費の支出について
860,161

住吉区役所 地域課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（２月分）
55,759
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住吉区役所 地域課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラの設置にかかる配電柱の共架使用料の支出について
24,192

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（１月分）の支出について
5,720

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１月分）
5,897

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（１月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１月分）
8,116

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（２月分）の支出について
4,690

住吉区役所 住民情報課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
154,362

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
60,270

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
263,759

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
284,656

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,696

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,998

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
343,937

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,043

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,680

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,104

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
96,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,960

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
11,943

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
14,028

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
140,347

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,910

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
65,100

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 　平成２６年度３月分児童手当給付金の支給について
20,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
690

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
3,220

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
2,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
1,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
1,490

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
217,196

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について
8,520

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２６年７月分及び１１月未請求分）
470

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,437

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
288,849

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
38,461

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
146,972

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
15,119

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
12,516

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
126,900

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
413,900
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
76,080

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用公用車の車検に伴う自賠責保険料の支払いについて
27,840

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 各種保健事業用公用車の車検に伴う重量税の支払いについて
32,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
177,116

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
230,202

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
87,945

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（２月請求分）の支出について
8,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,545

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 備品購入費　機械器具費 健康推進事業用沐浴人形の買入れにかかる同経費の支出について
79,920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(1月分)
9,974

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
2,946

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
4,212

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
88,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
201,510

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
268,038

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(1月分)
407

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(1月分)
360

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
3,780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(1月分)
890

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,490

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
151,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
1,544,465

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
154,816

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
221,739

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年２月支給決定分）
61,381

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,432

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２７年２月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成２７年２月分）
10,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２７年２月分）
29,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（追加配付）の支出について（３月分）
100,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師料の支出について（２７年２月分）
10,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 保健福祉課業務にかかる図書購入費の支出について
11,016

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
351

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
25,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
136,331

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
45,273

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
396,143

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
3,576

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
119,157

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
299,945
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
258,436

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
37,644

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,638

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
20,960

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
55,280

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
83,820

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
53,360

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,212

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
50,266

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年２月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事業用ビジネスバッグ他５点の購入及び同経費の支出について
8,499

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度　健康増進事業（特定健康診査・がん検診）の広報にかかる所要経費支出について
5,994

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健師指導事業用ビジネスバッグ他５点の購入及び同経費の支出について
7,479

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年2月分児童手当給付金の支給について
40,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２７年２月分）
667,160

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２７年２月分）
11,160

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度　健康増進事業（特定健康診査・がん検診）の広報にかかる所要経費支出について
7,484

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
156,109

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事業（地域健康講座）用体脂肪計の購入及び同経費の支出について
5,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
2,050

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
30,398

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
37,528

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月受取人払分）
7,964

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
370,367

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
599,896

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
154,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
382,050

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,680

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
181,660

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,729

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,946

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
812,790

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,820

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,090

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
9,451

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
17,154

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
33,152

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
74,998

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
25,072

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
51,875

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
6,139

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
215,609

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（３月分）
3,743,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度障がい者虐待予防事業研修会の講師への報償金の支出について（3月3日実施）
16,140

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
386

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,493

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,567

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,120

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,896

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
31,311

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
92

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
174

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,398

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
14,644

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて(２月分)
9,102

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年２月分）
281,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用消耗品(机上台外６点)の購入及び同経費の支出について
28,771

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分-１)
11,628

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（２月分）
14,457

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(３月分-１)
3,132

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,982

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
69,334

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
44,592

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
151,512

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
55,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
82,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,684

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
307,564

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分-１)
2,195

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分-１)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 児童福祉施設徴収金の過年度還付金の支出について
28,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい児教育スーパーバイザー派遣事業にかかる報償金の支出について
76,120

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
23,565

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の定期点検にかかる経費の支出について
100,622

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,397

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
102,509

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,874

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,841

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
24,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
2,761,940

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
264,604

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
10,237

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務にかかる消耗品費の支出について
26,036

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区子ども・若者育成支援事業に係る受託者選定会議における選定委員の報償金の支出について
39,285
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（２月分）
8,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－２)
7,268

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て情報提供事業（すみちゃん子育てネット誌）発行および、印刷・配送にかかる経費の支出について
365,472

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 児童虐待防止対策事業のラテラル購入にかかる経費の支出について
205,761

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年３月支給決定分）
1,217,531

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
23,120

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
30,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
23,984

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
288,920

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,376

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
58,090

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,560

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,950

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,648

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年３月支給決定分）
76,926

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－２)
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分－２)
780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２７年２月分）
1,091,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務にかかる委託料の支出について（平成２７年２月分）
1,110,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
2,325,870

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年３月支給決定分）
175,580

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年３月支給決定分）
33,497

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用電気沸騰ポットの購入及び同経費の支出について
16,178

住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
136,080

住吉区役所 企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（３月号）
130,053

住吉区役所 企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（H26.5月～H27.2月）
52,310

住吉区役所 企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画課広報業務用カラーペーパー他１７点の購入及び同経費の支出について
86,104

住吉区役所 企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（平成27年2月号）
730,581

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度地域教育推進事業講師謝礼の支出について
15,330

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（大阪友の会）
10,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業　平成26年度住吉区人権週間イベント業務委託にかかる経費の支出について
1,600,000

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉カルチャーとアートの活動推進事業用　平成26年度新春！かるた大会業務委託にかかる経費の支出について
500,000

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみちゃんエコパートナー事業用名入れタオルの支出について
62,208

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 観光振興事業用小口支払基金の繰入（かまくら祭消耗品）について
1,836

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 家庭・地域教育ワーキング用小口支払基金の繰入について
372

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域教育推進事業用小口支払基金の繰入について（２月分）
74

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー事業用小口支払基金の繰入について（2月分）
988

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 観光振興事業用小口支払基金の繰入（かまくら祭保険代）について
1,170

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 すみよし文化フェスティバル作品展示会場設営撤去業務にかかる所要経費の支出について
227,604

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10～３月分）
224,800

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 クリアファイル「来てよし観てよし住みよし区」増刷業務にかかる経費の支出について
302,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 第8回姫路公園かまくら祭in八頭町姫路参加にかかるバスの借り上げ業務の実施及び同経費の支出について
173,380

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住吉カルチャーとアートの活動推進事業用　マイク付拡声器スピーカーほか２点の購入にかかる経費の支出について
38,075

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課市内出張交通費（1月分）の支出について
6,200

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 文化観光振興事業用　すみよしの魅力ＰＲ業務「竹鶴政孝・リタ展示会」業務委託にかかる経費の支出について
2,260,000

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（住吉文化事業実行委員会）
5,917
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住吉区役所 教育文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育文化課事務用カラーインデックス外９点の購入にかかる経費の支出について
293,916

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 文化観光振興事業用紙芝居印刷業務の経費の支出について
67,608

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（２月分）
14,885

住吉区役所 教育文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（２月分）
1,900

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（３月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
400,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（３月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（２月分）
282,027

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（１月分）
11,165

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用輪転機トナー外１点買入業務の実施及び同経費の支出について
37,044

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用プリンタートナーカートリッジ買入業務の実施及び同経費の支出について
18,824

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
68,673

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月分）
256,994

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
50,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月分）
400,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支給について（２月分）
488,747

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
1,520

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張旅費の支出について（８月分）
7,990

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療保険料収納事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,260

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（３月分）
493,164

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（３月分）
200,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（３月分）
24,685

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の資金前渡について（３月分）
840,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
223,918

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
14,483

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月・後納）
11,388

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
184,755

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月・後納）
786,230

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・受払）
66,734

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
128,375

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
178,191

住吉区役所 保険年金課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
48,391

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
388,269

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
37,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
41,740

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
39,550

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
353,439

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
249,451

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
393,888

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
152,852

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
218,620

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
194,923

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
200,772

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
136,709

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
116,640
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住吉区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
380,440

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
74,844

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
56,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
30,683

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
72,720

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
267,660

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
3,400

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
7,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
375,052

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
138,132

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
226,442

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
34,032

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
108,880

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
84,936

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（２月分）
420

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（２月分）
1,510

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（２月分）
4,840

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
48,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
352,334

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,617,875

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第４四半期）
1,564,125

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（ボールペン他１５点）の購入及び同所要経費の支出について
41,675

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
226,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
32,576

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（２回目）
380,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
262,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
230,820

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
574

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
842,627

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
380,047

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
45,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
362,300

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
70,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
15,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
350,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
337,741

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
50,450

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
191,040

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
3,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年４月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
232,200
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住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
133,273

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
337,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
284,880

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年３月分生活保護費の支出について（３回目）
380,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
150,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
150,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（下置書庫他１点）の購入及び同所要経費の支出について
23,760

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ）の購入及び同所要経費の支出について
5,400

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ）の購入及び同所要経費の支出について
8,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（２月分）
45,571

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（下置書庫他１点）の購入及び同所要経費の支出について
49,464

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
389,880

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
203,400

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
292,520

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成平成２７年１～２月分)
377,260

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年２月分)
394,213

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１～２月分)
365,751

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１～２月分)
366,893

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年２月分)
276,362

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年２月分)
214,592

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１～２月分)
376,369

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年１～２月分)
229,797

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
219,550

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
235,720

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
20,563

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
170,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
56,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
278,474

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
390,839

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
64,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
91,852

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
234,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

東住吉区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年度12月14日実施の衆議院議員選挙における投票管理者等（期日前）報酬の支払いについて（口座不能分）
69,555

東住吉区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成26年度12月14日実施の衆議院議員選挙における投票管理者等（当日）報酬の支払いについて（口座不能分）
16,147

東住吉区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 報償費　報償金 平成26年度12月14日実施の衆議院議員選挙における民間事務従事者等報償金の支払いについて（口座不能分）
17,799

東住吉区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年11月～平成27年2月分）（統計・農林業センサス、国勢調査調査区設定）
2,486

東住吉区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年11月～平成27年2月分）（統計・農林業センサス、国勢調査調査区設定）
1,342

東住吉区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月後期分）
3,700

東住吉区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月後期分）
19,980

東住吉区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月後期分）
2,754

東住吉区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月後期分）
1,280

東住吉区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　リサイクルトナー購入経費の支出について
38,880
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東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
5,832

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用シリンダー錠ロッカー（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
446,688

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
3,359

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
4,637

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
12,600

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
5,124

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
3,240

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用平成26年度大阪市東住吉区役所汚水槽清掃業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
162,000

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 ２０１５年農林業センサスにかかる調査員報酬支払いについて
117,620

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成２６年工業統計調査にかかる調査員報酬の支払いについて（工業統計調査）
738,692

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
2,030

東住吉区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1～9日分）
870

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年10月口座不能分）（総務課事務費）
440

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月10～13日分）
5,516

東住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月10～13日分）
2,177

東住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成26年12月、平成27年3月分）（工業統計調査）
600

東住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月10～13日分）
11,016

東住吉区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月10～13日分）
19,045

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
168,245

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
125,802

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
117,791

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
170,093
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東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
165,492

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
220,217

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
232,666

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
131,719

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
172,353

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
172,065

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
148,399

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
181,104

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
239,477

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
227,941

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
161,055

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
160,191

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
202,878

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
121,654

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
402,224

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
204,193

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
299,583

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
211,375

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
331,818

東住吉区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
165,737

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用畳（へりあり畳）買入にかかる経費の支出について
57,996

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
448

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（２月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用平成26年度東住吉区役所ほか１ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
44,339

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（２月分）
195,930

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用ゴミ保管庫買入にかかる経費の支出について
92,772

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
9,340

東住吉区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成26年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
21,259

東住吉区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年2月分電話料金の支出について（携帯電話）
2,679

東住吉区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年2月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,998

東住吉区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成26年度統一地方選挙（平成27年４月12日執行）の不在者投票にかかる郵便料の支出について
42,900

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
2,400

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
2,786

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
7,128

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
7,560

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
900

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度1・2月分　後納郵便料について（選挙事務）
5,094

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
14,580

東住吉区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月17～19日分）
9,322

東住吉区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平成27年4月12日執行予定統一地方選挙における車椅子用記載台買入にかかる経費の支出について
43,200

東住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（2月分）
26,623

東住吉区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用折りたたみテーブルほか２点（東住吉区役所）買入にかかる経費の支出について
716,040

東住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用東住吉区役所ガスヒートポンプエアコン修繕作業一式（その２）にかかる経費の支出について
95,904

東住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年2月分電話料金の支出について（市内通話料）
36,345

東住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年2月分電話料金の支出について（光回線）
295,594

東住吉区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年2月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,693
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東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電話機買入にかかる経費の支出について
25,056

東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用発泡ボード買入にかかる経費の支出について
60,480

東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月20～26日分）
82

東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月20～26日分）
12,375

東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平成27年4月12日執行予定統一地方選挙における選挙事務用鉛筆ほか20点買入にかかる経費の支出について
235,440

東住吉区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月20～26日分）
49,488

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１２月分）（住民情報担当事務費）
640

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フラットファイルほか75点の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
68,765

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　3月分支払資金（歳出一般）
50,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　3月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
166,390

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
108,277

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 レイアウト変更にかかる物品購入経費の支出について（住民情報担当）
31,557

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 レイアウト変更にかかる物品購入経費の支出について（住民情報担当）
193,428

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるゴム印の購入及び同経費の支出について
8,321

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用の切手購入にかかる経費の支出について（平成２６年度第４四半期分）
36,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（１月分）（住民情報担当事務費）
2,980

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
98,964

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
130,442

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
763,815

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
26,886

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 レーザプリンタドラムトナーカートリッジ等の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
328,536

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
99,110

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
10,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
32,100

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,723

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,775

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
388

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
48,968

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
7,897

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,820

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,506

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
409,412

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の経費の支出について（平成26年度2月分）
2,627,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるトナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
38,880

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるトナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
229,435

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
32,249

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
242,290

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険退職療養費の支出について
11,004

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成26年度　窓口サービス課（保険年金）にかかるトナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
38,880

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（２月分）（住民情報担当事務費）
330

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フラットファイルほか57点の購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
45,827

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
794

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
85,826
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
870,539

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
32,760

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
96,434

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
78,780

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年２月号）
316,569

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月号）
95,558

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
164,238

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成26年１月分　市内出張交通費の支出について（政策推進課）
612

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２６年５月号～平成２７年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
469,087

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート事業　後納郵便料の支払いについて（平成27年2月分）
194

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
539,157

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年3月号）
64,454

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
82

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
246

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
1,654

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年2月分後納郵便料の支出について（政策推進課）
164

東住吉区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 配布物「東住吉区の現状（仮題）」企画編集及び印刷業務委託経費にかかる支出について
861,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
17,197

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
229,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
69,409

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
351,761

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
26,824

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
239,392

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２６年１２月分・２７年１月分）
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
24,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
197,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,976

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
222,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
231,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
206,856

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成27年3月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成27年3月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
16,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
325,233

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
49,097

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
75,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
253,392

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,977

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
238,899

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
130,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
64,114

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
93,456
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成26年12月分・平成27年1月分）の支出について
317,054

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
7,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
223,345

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
199,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
234,670

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年2月分）
1,543,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
24,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
31,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
1,850

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
2,886

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
1,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
5,378

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
2,346

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区小学生朝食コンテスト表彰作品賞品購入にかかる経費の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２６年度２月分後半分　小口支払基金の繰入について
3,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
2,344

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
4,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
4,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
236,205

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
180,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
390,171

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
20,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度２月分後半分　小口支払基金の繰入について
1,922

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度２月分後半分　小口支払基金の繰入について
3,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
730

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
2,098

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
412

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）４～９月分旅費の支出について
216

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護新規開始面談にかかる出張命令について
1,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１月分）の支出について
3,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（１月分）の支出について
1,434

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
47,767

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年１月分）
7,032

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎用防犯警報機システム買入経費の支出について
253,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年1月分　ソーシャルワーカー用インターネットの使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
4,229

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
137,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
27,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
3,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
25,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
255,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年１月分）
2,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
223,185

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
67,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
96,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
7,062

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
17,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,541,605

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
54,537

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,683

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
37,644

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,183

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,853

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,392

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
159,924

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
269,928

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
478,081

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
364,503

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
248,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
9,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
297,167

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
113,538

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
686

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分後期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区子育て力アップ｢キャッチ＆フォロー」事業事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
16,005

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「東住吉区地域福祉サポート事業」事業者選定にかかる審査会の報酬の支払いについて
50,975

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区子育て力アップ｢キャッチ＆フォロー」事業事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
17,545

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,461

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,189

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
300,208

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
109,036

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年1月分）の支出について
8,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
397,488

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
21,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
384,496

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
7,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
16,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 東住吉区小学生朝食コンテスト関係物品購入にかかる経費の支出について
16,204

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
77,746
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年1月北田辺地域実施分）
10,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成27年1月分）
26,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年1月）
27,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
1,130

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
4,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
2,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,728

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,384

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
44,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
4,104

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
4,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
117,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
374,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
185,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
206,856

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２７年２月分の支出について
28,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
1,850

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップリーダーフォローアップ講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年1月分）
17,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１０～１２月分旅費の支出について
216

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,772

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
87,612

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,864

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,868

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月１０～１３日分）
2,916

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
34,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成27年3月（追加配付）分の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分前半分　小口支払基金の繰入について
11,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度３月分前半分　小口支払基金の繰入について
6,975

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
43,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
47,450

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 就労支援事業用携帯電話プリペイドカードの購入について
18,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
120,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
225,684

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
22,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
38,988

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
375,705

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
230,670

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分前半分　小口支払基金の繰入について
3,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分前半分　小口支払基金の繰入について
3,242

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯請負にかかる経費の支出について
1,836

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,683,575

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,384

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
45,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
121,115

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
41,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
230,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会議報償金の支出について（平成２７年２月１３日分）
2,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年２月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年２月分歯科相談にかかる報償金の支出について
31,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,622,325

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成27年2月分）
361,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年3月分母子福祉貸付金の支出について
333,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第８回 終払い）
27,291

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
184,368

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
122,411

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
87,090

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
264,506

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
300,461

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
12,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生活保護業務用シュレッダーの購入について
313,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の経費の支出について
544,373

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
943,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
35,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
777,513

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業における重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
476,366

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
199,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
61,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
999,151

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
13,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
45,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域福祉活動推進事業事業者選定にかかる第２回選定委員会の報酬の支払について
48,875
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
161,853

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,126

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,308

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,488

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
109,201

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
38,468

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
54,291

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
36,510

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
40,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
12,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年４月分　生活保護費（通常・新規・追給）の支出について
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
96

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
5,096

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
8,375

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
293,913

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
5,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
328

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
268,674

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
129,915

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
21,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成27年3月分）
1,669,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健担当後納郵便料の支出について
174

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
18,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
211,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
662,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
105,938

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
42,120

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
158,857

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
17,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
150

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,646

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
207

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
11,715
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,050,041

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
1,136,141

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
14,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
450,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（２月分）
27,633

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
56,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
19,396

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
200,194

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
42,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
13,470

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分前期・保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
21,292

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,761

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
2,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
920

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
1,170

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
856

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分（２回目）　小口支払基金の繰入について
17,496

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２６年度３月分（２回目）　小口支払基金の繰入について
6,841

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,304

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 保健担当用サークルボックスの購入について
267,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
1,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
31,602

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分(6/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
179,169

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
75,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,945

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,468

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
95,011

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
183,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成27年2月分）の支出について
75,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
48,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,817,989

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
225,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分（２回目）　小口支払基金の繰入について
3,373

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度３月分（２回目）　小口支払基金の繰入について
7,255

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分(6/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
47,627

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
20,193

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
12,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
34,122

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
14,198

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
22,842

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,568
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（3/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,378

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
34,740

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
14,487

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,889

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(福祉・介護保険)市内出張（近距離管外含む）１～２月分旅費の支出について
1,674

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
113,838

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（5/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
22,002

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（4/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
388

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（2/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年２月分（1/6件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料(料金受取人払)の支出について
4,074

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,298

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉法における後見等開始の審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室および養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成27年2月分）
44,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年2月）
44,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がいのある方たちの事業所マップの更新経費の支出について
50,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成26年度コミュニティソーシャルワーク推進（地域生活支援）事業）
2,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,797

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,982

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
77,793

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
98,805

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
43,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
94,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,292

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,131

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,519

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
65,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
176,631

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
105,894

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
363,252

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
72,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用物品の購入について
14,332

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用物品の購入について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年２月分料金受取人払郵便料の支出について
73,236

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年２月分料金受取人払郵便料の支出について
18,712

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年２月分後納郵便料の支出について
422,337

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２７年２月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
15,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
27,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
307,919

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年2月分）
7,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
2,406,950
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 小規模保育事業にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
1,946,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年2月分）
15,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（５月分）
740

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 反射キーホルダーの購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
80,028

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる下半期農耕品の購入経費の支出について
338,040

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 自転車用シリンダー式リング錠購入経費の支出について（街頭犯罪抑止チーム集中投入事業）
140,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区民企画課　市内出張交通費の支出について（１月分）
5,386

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジほか２点の購入経費の支出について（東住吉区魅力再発見・発信事業）
14,191

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 育和小学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
18,600

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（12月申請分）（電化製品）
120,636

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小学校）（青少年健全育成事業）
15,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区青少年福祉委員協議会区研修会にかかる講師料の支出について
80,350

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「なっぴー」ノート購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
97,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（１０月～３月分）
235,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（ＬＥＤ投光器ほか１点）購入経費の支出について
36,720

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム体験事業にかかる講師謝礼の支出について（田辺小学校）（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田東小学校）（青少年健全育成事業）
15,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 デジタルカメラの購入経費の支出について（自転車利用適正化事業）
9,396

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（12月申請追加分）（テント）
20,412

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（12月申請分）（運動具）
373,356

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（12月申請分）（事務用品）
98,712

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 のぼり旗9種 他2点の購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
221,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について(12月申請追加分)(ハロゲンライト)
23,544

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 スチール衝立ほか５点の購入経費の支出について（一般管理費）
9,094

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年東住吉区成人の日記念のつどい会場設営業務にかかる委託料の支出について
267,840

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 スチール衝立ほか５点の購入経費の支出について（一般管理費）
114,026

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる備品購入費の支出について（12月申請追加分）（組立テント）
49,032

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（カセットガスストーブほか１点）の購入経費の支出について
85,752

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（ワンタッチトイレ）の購入経費の支出について
84,240

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる避難場所誘導表示板購入経費の支出について
578,664

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　損害保険料 東住吉矢田総合スポーツグラウンドオープニングセレモニーの行事保険料の支出について（未活用公有財産の有効活用事業）
13,480

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フラットファイルほか５７点の購入経費の支出について（東住吉区魅力再発見・発信事業）
49,109

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成26年度2月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,442

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機使用による電波利用料の支出について（防災力向上事業）
36,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成26年度　生涯学習関連地域事業担当者向け研修の実施にかかる講師謝礼の支出について(生涯学習推進事業)
13,600

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかるコピー用紙買入経費の支出について
83,802

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成26年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（12月申請分）（清掃具）
399,794

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラーマルチペーパー外4点購入費の支出について（コミュニティ推進事業）
68,871

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（2・3月分）の支出について
24,800

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ソーラー式LEDセンサーライトの購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
152,280

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 未活用公有財産の有効活用事業にかかる備品等運搬業務費用の支出について（未活用公有財産の有効活用事業）
97,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 冷暖房エアコン（東住吉区役所）購入経費の支出について（未活用公有財産の有効活用事業）
533,520

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる啓発物品（クリアファイル）購入経費の支出について
129,600

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
116,640

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる台車購入経費の支出について
246,078
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東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 クラインガルテン広場ビニルハウス修繕業務に係る支出について
291,600

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,440

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
240

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
4,111

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
492

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
273,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度東住吉区人権啓発推進事業（人権講演会及び人権啓発イベント）にかかる経費の支出について
1,250,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託(概算契約)経費の支出について(生涯学習推進事業)（2月分）
2,282

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 ３連パネルスクリーンの購入経費の支出について（東住吉区民ホール）
146,880

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 （未活用公有財産の有効活用事業用）移動式防球ネットほか15点（東住吉区役所）購入経費の支出について
313,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 （未活用公有財産の有効活用事業用）移動式防球ネットほか15点（東住吉区役所）購入経費の支出について
1,270,080

東住吉区役所 区民企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 第10回産業交流フェアにかかる分担金の支出について（地域経済活力創造制度）
648,015

平野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 長吉・瓜破出張所電気使用にかかる経費の支出について（２月請求分）
110,669

平野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（2月分）
66,786

平野区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（２月分）
15,127

平野区役所 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
12,615

平野区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（2月分）
2,766

平野区役所 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（1月分）
20,951

平野区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要の追録買入（概算契約）にかかる経費の支出について
2,263

平野区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
214,724

平野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所 職員用名札の買入及び同経費の支出について
93,150

平野区役所 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所汚水槽フロートスイッチ取替業務の実施及び同経費の支出について
203,580

平野区役所 総務課 平成27年03月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 平野区選挙管理委員会（統一地方選挙）事務用郵便切手購入経費の支出について
45,440

平野区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

平野区役所 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
902

平野区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成26年度2月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の再支出について（１１月分）
1,120

平野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（平成27年2月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（平成27年2月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所受水槽等清掃等業務委託にかかる経費の支出について
91,800

平野区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
47,650

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用ゼンリン住宅地図の購入経費の支出について
68,040

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度２月分）
10,286

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度2月分）
9,258

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（２月分）
20,994

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度２月分）
4,184

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
15,104

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成27年２月分）
730,503

平野区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年度農林業センサスにかかる調査員の報償金の支出について
215,710

平野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
8,086

平野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（２月分）
27,540

平野区役所 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 平野区役所選挙事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
116,424

平野区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（平成27年2月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
242,709

平野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成26年度２月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（統一地方選挙用）（平成27年２月分）
5,744

平野区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　食糧費 平野区選挙管理委員会事務用　あめほか４点にかかる経費の支出について
31,136
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平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所外勤用自転車買入経費の支出について
342,300

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ブラインド購入経費の支出について
73,008

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所庁舎管理用空調機集中リモコン整備業務にかかる経費の支出について
14,364

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度２月分）
4,576

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成27年２月分）
704,160

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度２月分）
1,066

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度2月分）
9,414

平野区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成26年度2月分）
11,392

平野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（３月分）
2,766

平野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（３月分）
66,639

平野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（３月分）
15,127

平野区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所及び長吉、瓜破、加美出張所衛生害虫駆除業務にかかる経費の支出について
70,200

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険３月分保険給付費（出産育児一時金）の支出について
1,616,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）３月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）３月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス向上にかかる消耗品の購入及び同経費の支出について
223,327

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI XEROX 純正トナーカートリッジ外2点）の購入及び同所要経費の支出について
67,230

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI XEROX 純正トナーカートリッジ外2点）の購入及び同所要経費の支出について
74,928

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月4日支払分）
38,829

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI XEROX 純正トナーカートリッジ外2点）の購入及び同所要経費の支出について
44,206

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ＦＡＸ用トナー・ドラムの購入及び同所要経費の支出について
21,600

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（1月分）
27,398

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
79,600

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月10日支払分）
139,204

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成２７年１月分市内出張交通費の支出について
3,530

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月18日支払分）
12,509

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（ボイスコール用ロール紙）の購入並びに同経費の支出について
69,984

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年２月受付分）
1,550,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年２月受付分）
1,960

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 窓口サービス向上にかかる相談ブースの移動工事及び同経費の支出について
137,376

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用運搬費（料金受取人払後納）の支出について（２月分）
149,552

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,909,558

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支給決定及び支出について
78,819

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
69,690

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI　XEROX　純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同経費の支出について
10,530

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI　XEROX　純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同経費の支出について
335,865

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（2月分）
37,196

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月27日支払分）
2,147

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（FUJI　XEROX　純正トナーカートリッジ外１点）の購入及び同経費の支出について
33,554

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年2月分）
2,810,389

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年2月分）
370,967

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（とじ込表紙ほか３８点）の購入及び同経費の支出について
147,813

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年2月分後納郵便料の支出について
28,615

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（とじ込表紙ほか３８点）の購入及び同経費の支出について
18,589

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年2月分後納郵便料の支出について
93,090

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（とじ込表紙ほか３８点）の購入及び同経費の支出について
48,446

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年2月分後納郵便料の支出について
1,512,563

平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年2月分後納郵便料の支出について
162,488
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平野区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年2月分後納郵便料の支出について
80,017

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用ポケットティッシュほか１点にかかる購入経費の支出について
92,880

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防犯ブザー（名入れあり）にかかる購入経費の支出について
183,762

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯プロジェクト事業用青色防犯パトロール車両定期点検整備費用の支出について
14,580

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成26年度防犯サポーター設置事業にかかる市内出張交通費の支出について（2月分）
1,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用反射ベスト他２点にかかる購入経費の支出について
255,960

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　青少年健全育成啓発シャープペンシルの購入にかかる経費の支出について
25,056

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ソーラーLEDライトキーホルダー（防災啓発用）にかかる購入経費の支出について
37,368

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用養生テープほか３点にかかる購入経費の支出について
122,670

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　デジタル印刷機用インクの購入にかかる経費の支出について
18,792

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　カラーマルチペーパーほか１点の購入にかかる経費の支出について
46,872

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
124,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用プリントＴシャツにかかる購入経費の支出について
99,532

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
25,861

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
500

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
574

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（2月分）
64,042

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（2月分）
4,879

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（2月分）
11,572

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　油性マジックほか１０点の購入にかかる経費の支出について
113,281

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　石灰　外４点の購入にかかる経費の支出について
47,088

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用防災用マット（平野区役所）買入にかかる購入経費の支出について
1,431,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」事業用カラーポリ袋購入経費支出について
152,388

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　赤色誘導棒の購入にかかる経費の支出について
10,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用油性マーカーほか4点の購入経費にかかる支出について
4,611

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害に強いまちづくり推進事業用非常用浄水装置（平野区役所）買入にかかる購入経費の支出について
2,179,450

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度平野区コミュニティ育成事業選定委員にかかる報償金の支出について
80,025

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用非常用浄水装置用交換部品購入経費の支出について
235,094

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
56,472

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
60,882

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年２月３日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年３月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
330,927

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,344

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
200,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-14）
3,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-15）
3,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業」事業評価会議委員への報償金の支出について
48,015

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
7,371

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
63,451

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
6,546

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
150,155
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平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
12,512

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
8,622

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
33,096

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
960

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について（２月分）
45,194

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,067

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
100

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,770

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区発達障がいサポート事業参加者の「非営利・有償活動団体保険」への加入に関する経費の支出について
245,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
419,666

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
278,011

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第３四半期分）の支出について
28,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
284,086

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
9,287

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
9,501

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
5,070

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立審判請求に係る申立費用の支出について
15,520

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立審判請求に係る申立費用の支出について
13,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用庁内情報利用パソコン用プリンタートナー及びFAXトナー等の購入にかかる経費の支出について
125,172

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会に係るお茶の購入及び同経費の支出について
5,832

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
167,980

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立審判請求に係る鑑定費用の支出について
100,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
323,550

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
211,890

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
347,260

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年３月分市立保育所消耗品費追加配分の支出について
120,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
492

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,538

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,832

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,633

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について
4,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,890

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置業務に係る扶助費（葬祭費）の支出について
170,285

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２０号）
207,036

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援者研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,600
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平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,938,650

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
960

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
364,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２６年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,862,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
6,910

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年３月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,508,250

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
1,480

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
66,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 平野区役所所管公用車法定24か月点検業務の実施並びに同所要経費の支出について
55,933

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区役所所管公用車法定24か月点検業務の実施並びに同所要経費の支出について
1,100

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区役所所管公用車の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
27,840

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 平野区役所所管公用車の自動車重量税にかかる経費の支出について
24,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
135,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
354,920

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２５号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用物品経費の支出について
45,900

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談体制強化事業における知育物品等の購入並びに同所要経費の支出について
43,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（２月分）
7,873

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」平成27年度保健事業のご案内（保存版）新聞折込の実施と同所要経費の支出について
313,394

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用物品購入にかかる所要経費の支出について
109,490

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
15,412

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
52,952

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,784,345

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
296,971

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
347,642

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
346,032

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
396,391

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
397,697

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
367,578

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
389,654

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
8,294

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
6,048

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
1,512

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」平成27年度保健事業のご案内（保存版）印刷の実施と同所要経費の支出について
229,478

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
286,994

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
19,229

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
12,960

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№26-19）
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について(２月分）
509,013

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
632

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月１２月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
66,556

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
22,550

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
496,660

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
54,900
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平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
39,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
25,562

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
14,304

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,244,444

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
345

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
854

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
420

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
22,234

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
1,530

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
67,610

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
7,639

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
78,204

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
16,222

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
41,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
22,043

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年２月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
946,940

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
36,487

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度児童福祉施設徴収金の過年度還付金の支出について
78,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月１２月追加分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・短大・専修学校）の支出について（第４四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
14,470

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
9,447

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
38,713

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
99,926

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
27,920

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月１２月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１１月１２月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 外遊びを通じてこどもたちを元気にするまちづくり推進業用ののぼり及びポール購入にかかる経費の支出について
238,140

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
307,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
302,774

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２３号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度児童手当給付費にかかる支出について
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,605

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,005

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者・障がい者への相談体制の充実事業及び認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築事業に係る選定委員への報償金の支出について
8,005

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,109,018

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２７号）
241,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
1,520

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
14,365

平野区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
3,167

平野区役所 政策推進課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
29,760
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平野区役所 政策推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区うおーくらりー印刷及び一部ＯＰＰ袋への封入にかかる経費の支出について
125,280

平野区役所 政策推進課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区うおーくらりー印刷及び一部ＯＰＰ袋への封入にかかる経費の支出について
235,094

平野区役所 政策推進課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
8,000

平野区役所 政策推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度生涯学習ルーム事業（地域連携支援事業）講師謝礼の支出について（１月分）
30,055

平野区役所 政策推進課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２６年度市民協働による子育て子育ち応援事業にかかるジョイントクッションの購入経費の支出について
40,262

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(２月号)
326,289

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(２月号)
455,846

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成27年２月３日開催　第４回全体会）
36,504

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(２月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(２月号)
169,912

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
625

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
140

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
820

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
5,166

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
4,428

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
5,420

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
5,290

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
2,490

平野区役所 政策推進課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（２月分）
1,100

平野区役所 政策推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成27年2月）の支出について
322,080

平野区役所 政策推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度人権啓発推進員への研修にかかる講師謝礼の支出について
13,580

平野区役所 政策推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校適正配置合同協議会資料作成のための交通量調査用数取器購入にかかる経費支出について
4,017

平野区役所 政策推進課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用物品（電源タップ外２０点）の購入にかかる経費支出について
117,617

平野区役所 政策推進課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座「杭全神社の御田植神事」における講師謝礼金の支出について
5,000

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(３月号)
326,290

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(３月号)
455,846

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(３月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(３月号)
170,108

平野区役所 政策推進課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度人権啓発推進員への研修にかかる施設利用料の支出について
3,800

平野区役所 生活支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
250,225

平野区役所 生活支援課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
2,430

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
145,800

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
27,200

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
150,269

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分）の支払について
171,077

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１２月分）の支払について
153,560

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
113,800

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
29,920

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
426,440

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
66,687

平野区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
80,144

平野区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
95,040
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平野区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
74,502

平野区役所 生活支援課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
100,660

平野区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
140,312

平野区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
79,150

平野区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
313,492

平野区役所 生活支援課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
127,890

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
46,106

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
118,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
241,561

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
92,840

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
27,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
215,380

平野区役所 生活支援課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
660,030

平野区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について(５月追加分）
1,100

平野区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるゴム印購入にかかる所要経費の支出について
9,329

平野区役所 生活支援課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,180

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
10,770

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
270,255

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
57,818

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
12,870

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
224,920

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
426,440

平野区役所 生活支援課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
247,170

平野区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 生活保護課乾式コピー機の有償修繕にかかる所要経費の支出について
2,268

平野区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
137,450

平野区役所 生活支援課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
9,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
12,509

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
393,120

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
8,100

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分・２月分）の支払について
379,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
92,660

平野区役所 生活支援課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
320,134

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
389,505

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
338,413

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
306,239

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
170,791

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
22,960

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
22,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,390

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
58,271

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
255,044

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
30,690

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
3,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
354,120

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
76,180
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平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
650,610

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
237,652

平野区役所 生活支援課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
32,637

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
392,050

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
351,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,504

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
41,200

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
65,100

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
32,528

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
21,834

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分・２月分）の支払について
396,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
211,368

平野区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
22,268

平野区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
267,445

平野区役所 生活支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
91,680

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
500

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
181,640

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
57,990

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（１月分・２月分）の支払について
190,607

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
292,042

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
85,780

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
238,840

平野区役所 生活支援課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
480,156

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
156,600

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分・３月分）の支払について
371,732

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
390,600

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
17,280

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
112,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
27,360

平野区役所 生活支援課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
299,994

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
137,500

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
108,831

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
64,800

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
274,278

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
55,344

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
19,360

平野区役所 生活支援課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について（追加分）
1,500,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬儀の実施にかかる所要経費の支出について
113,265

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
14,282

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
280,896

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
398,149

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（１月分・２月分）の支払について
381,652

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
141,011

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
185,653

平野区役所 生活支援課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
30,740

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
64,700

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
65,000,000
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平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
24,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
292,800

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（２月分・３月分）の支払について
270,808

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分・３月分）の支払について
228,862

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
850,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
369,055

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,599

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,852

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
38,942

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
50,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
750,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
13,500,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
167,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２７年４月分生活保護費の支出について（定例・随時分）
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
431,212

平野区役所 生活支援課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
138,651

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
1,045,853

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
4,604

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
59,130

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
10,470

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
157,020

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（２月分）の支払について
135,195

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
645,060

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
78,592

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
11,868

平野区役所 生活支援課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務における就労自立給付金の支出について
15,694

平野区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
72,606

平野区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
86,400

平野区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
291,535

平野区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
86,600

平野区役所 生活支援課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
314,578

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
114,890

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
77,566

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
87,130

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
54,600

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
9,240

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年３月分生活保護費の支出について（追加分・２回目）
3,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
162,000

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
127,199

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（２月分・３月分）の支払について
220,892

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
297,697

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
224,920

西成区役所 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（１月分）
2,368,507



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

西成区役所 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎２階 空調設備 圧縮機等取替業務経費の支出について
392,040

西成区役所 総務課 平成27年03月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務用切手及びレターパック購入経費の支出について
39,900

西成区役所 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(1月分)
18,300

西成区役所 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発事業用携帯クリーナーの購入経費の支出について
37,800

西成区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用住宅地図の購入経費の支出について
22,291

西成区役所 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用封筒の購入経費の支出について
22,680

西成区役所 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎維持管理用　事務用椅子の購入経費の支出について
306,720

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成27年2月分）
278,008

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成27年2月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成27年2月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
136,780

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
328,145

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
6,414

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
3,039

西成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用並びに総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年２月分）
20,988

西成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（２月分）
636,341

西成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎植栽等管理業務にかかる経費の支出について
934,886

西成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成27年2月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用並びに総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年２月分）
7,562

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
859

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 選挙事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
400

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
7,695

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
7,261

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（2月分）
316,816

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
168,480

西成区役所 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用等小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,694

西成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成２６年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（２月分）
209,169

西成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
140

西成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,423

西成区役所 総務課 平成27年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,895

西成区役所 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用　可動式パーティション外１点の購入経費の支出について
317,498

西成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について（平成27年2月・3月分）
20,412

西成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年農林業センサス調査員報酬の支払いについて
20,740

西成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 平成26年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
673,915

西成区役所 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 報償費　報償金 全国消費実態調査にかかる調査員報酬の支出について
256,740

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理事務用ベルトパーティションスタンド外３点の購入経費の支出について
103,518

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２６年度第３四半期分）
593

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２６年度第３四半期分）
87,664

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２６年度第３四半期分）
5,683

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２６年度第３四半期分）
2,797

西成区役所 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
13,589

西成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（２月分）
2,362,020

西成区役所 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成特区構想における専門部会等出席にかかる報償金の支出について（２月分）
39,560

西成区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域安全対策事業用反射メッシュビブス（ジュニアサイズ）外４点の購入費の支出について
161,460

西成区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域安全対策事業用反射メッシュビブス（ジュニアサイズ）外４点の購入費の支出について
40,089

西成区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000
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西成区役所 市民協働課 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（２月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（２月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立橘小学校PTA『３校PTA人権教育講演会』」における講師謝礼の支出について
22,800

西成区役所 市民協働課 平成27年03月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 岸里小学校における芝生化実施用の校庭等芝生化事業補助金の支出について
3,200,472

西成区役所 市民協働課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立天下茶屋幼稚園PTA　カプラで遊ぼう」講師謝礼の支出について
8,600

西成区役所 市民協働課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!４回目です!」における一時保育謝礼の支出について
18,000

西成区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用ポケットティッシュ（からっぽ宣言）外１点の購入費の支出について
84,240

西成区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
12,034

西成区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,640

西成区役所 市民協働課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区イメージアップ推進事業用西成ミュージカル開催周知用ポスター・チラシ印刷経費の支出について
85,644

西成区役所 市民協働課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月）
220,800

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,356

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
432

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
28

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,500

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
364

西成区役所 市民協働課 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

西成区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!４回目です!」出演謝礼の支出について
310,500

西成区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　にしなり我が町2･3月号における人権コラムの執筆謝礼の支出について
34,200

西成区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車利用適正化事業用ポケットティッシュ購入経費の支出について
57,240

西成区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用コリウス他２５点購入経費の支出について
390,420

西成区役所 市民協働課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 未利用地を活用した緑化推進事業にかかる大阪市市有地（天下茶屋東）整地業務委託経費の支出について
313,200

西成区役所 市民協働課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 未利用地を活用した緑化推進事業用倉庫購入経費の支出について
91,800

西成区役所 市民協働課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 電気自動車用電源供給装置の購入経費の支出について（災害時要援護者の避難支援体制構築事業用）
154,080

西成区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度西成区子どもの安全確保に向けた地域のワークショップ開催支援業務委託事業者選定会議開催にかかる報償金の支出について
48,015

西成区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全関連事業用防雨型ＬＥＤライトの購入費の支出について
72,900

西成区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
650

西成区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,500

西成区役所 市民協働課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（2月分）
16,182

西成区役所 市民協働課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラ（街頭用）（西成区役所）買入費の支出について（あいりん地域環境整備事業用）
12,052,800

西成区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
19,920

西成区役所 市民協働課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ラミネートフィルム外１６点の購入経費の支出について
302,430

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用　展示パネル及び展示パネル用支柱の購入経費の支出について
154,224

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用大型プリンター用ロール紙外５点の購入費の支出について
199,540

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（３月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 未利用地を活用した緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（３月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（2月分）
120

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,024

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,050

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
883

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（2月分）
246

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（2月分）
7,628

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（2月分）
120

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,116

西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
9,802
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西成区役所 市民協働課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（タウン誌）等用後納郵便料の支出について（2月分）
11,805

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
7,228

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（２月請求分）の支出について
3,814

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度１１月～１２月分の支出について
1,320

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度１１月～１２月分の支出について
480

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年２月支給決定分の支出について
323,819

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年２月支給決定分の支出について
350,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費の資金前渡支出について　平成２７年３月分
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
3,094,903

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１２月分）
341,934

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外７点の購入経費の支出について
32,108

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年２月支給決定分の支出について
284,362

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年２月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年２月支給決定分の支出について
1,149,240

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度１月分の支出について
1,680

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２６年度１月分の支出について
1,600

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 西成区特定健康診査受診率向上事業用　啓発チラシの印刷購入経費の支出について
43,200

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（３月１７日支払予定分）
23,940

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
2,652,774

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（１月分）
293,086

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務参考用図書の購入経費の支出について
24,950

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
155,362

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課住民情報担当用　電子レジスター一式（西成区役所）（その２）買入経費の支出について
463,320

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 戸籍事務参考用図書の購入経費の支出について
5,160

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２６年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
164

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　掃除機の購入経費の支出について
46,440

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２７年３月支給決定分の支出について
235,960

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２７年３月支給決定分の支出について
17,202

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用住基カードカラーリボン外１点の購入経費の支出について
163,684

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ外３７点の購入経費の支出について
149,056

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム外１点の購入経費の支出について
25,056

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年３月支給決定分の支出について
226,233

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年３月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年３月支給決定分の支出について
720,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸料の支出について（２月分）
9,406

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
107,590

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（２月分）
8,272

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用　乾式電子複写機賃貸料の支出について（２月分）
4,986

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
275,100

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（２月分）
987,292

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年３月支給決定分の支出について
307,107

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年３月支給決定分の支出について
50,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年３月支給決定分の支出について
288,750

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
110,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
80,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
1,922

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（1月分）
4,713

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ドラムユニット外２点購入経費の支出について
38,247

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
78,075

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
3,189

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
12,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（１２月１６日出張分）
6,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
175,703

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
257,604

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
272,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
3,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
215,426

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
210,996

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材費の支出について（教育扶助費）
8,112

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,582

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,890

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
29,058

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
12,422

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
23,834

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,296

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
329,679

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
312,247

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
101,770

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
8,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
32,078

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
19,938

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ドラムユニット外２点購入経費の支出について
33,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ドラムユニット外２点購入経費の支出について
28,512

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成27年1月分）
99,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（１月分）
205,955

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,256

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
179,899

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,201

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,461

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領報告）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
14,082

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
48,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
51,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,284

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
14,168

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
51,470
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,476

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
90,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１月分）
105,146

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（出産扶助費）
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,452,298

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除分）の支払いについて（１月分）
19,032

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
296,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
287,386

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
45,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
316,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
115,554

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
343,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
127,182

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
240,688

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
247,817

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,005

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
38,764

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月05日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館整備事業用物品等運搬作業経費の支出について
151,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　１１月分）
14,012

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　１１月分）
14,114

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　１２月分）
18,575

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成27年1月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
207,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
217,836

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
300,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
168,989

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（１月２９日出張分）
2,090

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
23,220

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 区における就労支援強化事業用携帯電話プリペイドカード購入経費の支出について
90,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
295,489

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年11月～平成26年12月分）
19,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年11月～平成26年12月分）
9,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（平成26年11月～平成26年12月分）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業実施関連用公用車の点検及び修繕経費の支出について
7,344

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除・NTTより切り替え分）の支払いについて（１月分）
62,161

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,795

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
118,559

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
155,628

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業の支出について（受領委任方式）
159,611

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
206,879

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
326,310

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
202,521

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
310,183

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
159,677

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
322,588
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,437

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
6,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
4,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
2,390

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
11,019

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除・ソフトバンクより切り替え・新規設定分）の支払いについて（２月請求
分） 98,905

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　新規設定分）の支払いについて（２月請求分）
3,112

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
7,043

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
9,570

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
6,283

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
118,424

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
53,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
65,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
93,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
11,809

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,856,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,455,833

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,789,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
7,490

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　１月分
4,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
32,825

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
28,555

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
5,062

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
53,042

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー３色セット外１９点購入経費の支出について
59,798

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分（２）
4,276

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分（２）
1,836

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分（２）
4,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分（２）
3,132

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　２月分（２）
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２６年１０月～１２月分）
2,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２６年１０月～１２月分）
66,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
17,431

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
287,315

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
154,868

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
222,024

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
361,956

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
133,779

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
390,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく検査料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
236,670

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
89,500
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
44,540

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
74,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「プレーパーク事業業務委託」選定会議（第1回目）開催にかかる報償金の支出について
49,395

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,677

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
155,106

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
253,520

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
217,770

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
275,359

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
221,789

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
378,508

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
4,914

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
21,620

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
26,168

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
319,282

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
30,532

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
245,128

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
197,630

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
54,578

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用ファックス購入経費の支出について
23,036

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
1,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
960

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
4,630

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
170,689

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
22,908

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館整備用平机ほか７点買入にかかる所要経費の支出について
3,027,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　庁用器具費 西成区保健福祉センター分館整備用平机ほか７点買入にかかる所要経費の支出について
1,994,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について(12月分～3月分)
212,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年１月分）の支出について
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西成区基礎学力アップ事業（西成まなび塾）」事業者選定会議（１回目）にかかる報償金の支出について
50,645

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
22,217

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
45,273

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
41,653

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
26,671

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
199,810

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
8,698

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
278,993

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
78,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
202,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
38,550

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
91,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
51,840
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
106,208

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
350

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
83,429

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（１０月３日出張分）
1,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（２月９日出張分）
3,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（２７年１月分）及び（２６年５月、７月～１２月分差額請求分）
16,642

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,260

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
133,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
268,408

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
220,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
166,699

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬の支出について（介護扶助費）
61,740

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
85,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　１２月分）
16,210

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
126,863

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
109,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
120,150

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（通常保育分）の支払について　　　【追加配付分】
140,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　地域結核健診受診勧奨用ビラおよびポスターの作成ならびに同経費の支出について
186,084

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
68,163

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成27年2月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
527,102

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進障がい者（児）日常生活用具の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
430,805

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成26年12月決定分）
4,390

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用市内出張交通費等の支出について（平成２６年１０月、平成２７年１月分）
23,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
158,188

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
134,054

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
79,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,276,328

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,089,458

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 旅費　普通旅費 あいりん地域環境整備事業用市内出張交通費の支出について（１月分）
880

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
6,248

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（２月請求分）
10,519

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（２月請求分）
6,173

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
1,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,458

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
328,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・不動産鑑定費用の支出について（生活扶助費）
229,154

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
126,454

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
194,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,237

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
495,012

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,550

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２７年２月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
3,895
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　３月分
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成27年１月分）の支出について
3,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成27年１月分）の支出について
1,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成27年１月分）の支出について
2,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「川崎市子ども夢パーク」視察にかかる出張旅費の支出について
27,620

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用ＬＡＮケーブル他８点買入にかかる所要経費の支出について
141,166

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（３月請求分）
217,474

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　地域と子どものふれあい事業補助金の支出について
45,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務事業にかかる出張旅費の支出について
1,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
141,904

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
79,543

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
19,862

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
226,474

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
67,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
64,648

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
271,577

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
219,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
24,532

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
16,948

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
4,266

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
34,677

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（２月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（２月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成27年１月分）の支出について
920

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２７年２月分）
292,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費用プリンタートナー購入経費の支出について
25,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（２月分）
1,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業実施関連用公用車の修繕一式経費の支出について
23,004

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務経費用大判プリンタ外１点の購入経費の支出について
214,559

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
9,641

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
54,915

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
29,805

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
19,073

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
58,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
48,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
81,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
30,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
242,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について　平成27年2月分
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
308,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
3,397
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成27年2月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（１月分・大阪府医師会）
315,771

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
395

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
1,595,302

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
627,801

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
262,293

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
233,178

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
309,234

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
69,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
19,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（平成27年2月分）
99,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２６年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２７年２月分）
229,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（２月分）
18,980

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉アクションプラン推進・支援事業用封筒及び生活保護法施行事務用ラベルシールほか１９点の購入経費の支出について
12,312

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１～２月分）
15,444

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（２月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,502

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１～２月分）
205

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンクテレコム　会計室集約払い解除分）の支払いについて（３月請求分）
79

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
447,684

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
25,717

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
49,895

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
9,851

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
30,853

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,476

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
739,019

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
690,740

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
10,476

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
35,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 地域福祉アクションプラン推進・支援事業用封筒及び生活保護法施行事務用ラベルシールほか１９点の購入経費の支出について
65,739

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（２月分）
5,610

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
26,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,273

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
142,700,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
75,500,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
369,018

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
272,064

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
500,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
373,503

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（４月分・１回目）
3,500,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,424

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
164
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
14,930

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,558

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
738

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
71,607

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
840

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
182,631

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
7,643

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
9,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分賄材料費の支払について
4,773,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区高齢者等ひきこもりを防ぐ外出支援事業業務委託費支出について（２月分）
251,083

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用コードレス電話機外７点購入経費の支出について
19,218

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用コードレス電話機外７点購入経費の支出について
71,798

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用コードレス電話機外７点購入経費の支出について
5,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（２月分）
2,803

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業の支出について（受領委任方式）
258,679

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
169,289

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
214,306

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
220,233

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護報酬費の支出について（介護扶助費）
45,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
254,316

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２７年１月決定分）
240

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２７年１月決定分）
88,477

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用コードレス電話機外７点購入経費の支出について
57,074

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
298,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」業務委託に係る選定会議委員報酬の支出について
102,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
12,952

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
1,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
1,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
13,496

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
2,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」に係る業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
2,831,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 西成区保健福祉センター分館ＡＥＤ(自動体外式除細動器）等買入にかかる所要経費の支出について
264,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
244,725

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
126,995

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
323,942

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者（児）施策用日常生活用具給付金の支出について（受領委任方式）
486,068

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
372,117

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
218,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
324,737
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
100,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
82,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
300,988

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
321,948

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
75,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
137,710

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
39,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
75,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
78,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,562,154

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
14,970

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 老人福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２階　２月分）
17,409

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　２月分）
31,385

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」にかかる有償ボランティア活動保険にかかる経費の支出について
88,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
57,229

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
155,921

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,724

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
300,597

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
229,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
168,390

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
151,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
160,976

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,544

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
41,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
13,980

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
146,926

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
9,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
292,604

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,785,928

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,607,702

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
223,940

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成27年2月分）
5,798

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　結核健診受診勧奨用ビラの作成経費の支出について
70,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用結核健診受診勧奨用ビラ２種の作成経費の支出について
122,601

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（３月請求分）
2,134

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
140

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
8,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
51,216

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除・ソフトバンクより切り替え・新規設定分）の支払いについて（３月請求
分） 153,076

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,214

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
77,385

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,353,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,298

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２６年度西成区障がい者自立生活支援調整協議会研修会用講師謝礼金の支出について
8,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
92

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
410
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,926

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
12,682

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,246

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
75,960

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,886

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
209,220

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
473

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
1,233,171

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出（平成25年4・7・8・10～12月、平成26年1・4～8・10・11月分）
22,170

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出（平成25年4・7・8・10～12月、平成26年1・4～8・10・11月分）
13,135

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（受領委任方式）
62,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
197

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
803

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,906

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
353,221

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費等の支出について（平成２６年９月分）
1,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（３月６日出張分）
3,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
11,923

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立てにかかる官報公告費の支払について
11,325

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
223,725

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
233,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
202,606

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
189,990

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
351,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護報酬費の支出について（介護扶助費）
16,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
7,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
6,107

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
5,484

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
23,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,808

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
8,816

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,046

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,050

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
21,870

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,284,570

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,544,924

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,242,164

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
52,993

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
15,924

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,284,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
34,913

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
164
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西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
266

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
92

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費の支出について（2月分）
560,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市小規模保育事業の実施にかかる小規模保育事業所運営業務委託費の支出について　（2月分）
1,735,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
5,030

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年1月決定分）
302,455

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,192

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
488

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,044

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
800

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区保健福祉センター分館各システムＰＣ移設業務にかかる所要経費の支出について
626,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 西成区保健福祉センター分館放送設備設置業務にかかる所要経費の支出について
939,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,143

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年２月分）
147,099

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(介護保険)事務用後納郵便料の支出について(２７年２月分)
11,088

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（２月分）
10,797

西成区役所 保健福祉課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（１月支払分）の支出について
30,170

市会事務局 総務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
46,830

市会事務局 総務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用コピー用紙外１点の購入経費の支出について
10,368

市会事務局 総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２７年２月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
46,094

市会事務局 総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２７年３月分）の支出について
43,605,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 姉妹都市間交流用　メルボルン市長及びビクトリア州ミッション団来阪に伴う交流会にかかる料理提供及び運営業務経費の支出について
72,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 姉妹都市間交流用　姉妹都市交流にかかるメルボルン市長及びビクトリア州医療関係ミッション団との交流会における通訳料の支出について
54,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,245

市会事務局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用厚紙外１３点の購入経費の支出について
45,231

市会事務局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

市会事務局 総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２７年１月分）の支出について
5,530

市会事務局 総務担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
35,702

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年３月分）（口座振込分）
53,316,220

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年３月分）（所得税等）
13,200,180

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年３月分）（資金前渡受領者口座振込分）
83,600

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（２月分）の支出について
3,320

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２７年１月分）の支出について
27,923

市会事務局 総務担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 サンクトペテルブルグ市代表団交流会出席に伴う経費（市会副議長分）
7,000

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）
41,931

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）（市会図書室）
6,607

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
41,298

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（２月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式借入経費の支出について（２月分）
1,209

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局庁内情報利用パソコン用プリンタ機器一式借入経費の支出について（２月分）
6,296
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市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（２月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（２月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用長型３号封筒外１点の支出について
87,804

市会事務局 総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用「お祝いのことば」（市会議長用）の作成経費の支出について
27,313

市会事務局 総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
19,298

市会事務局 総務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（２月分）
542,160

市会事務局 総務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（２月分）の支出について
39,735

市会事務局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用賞状用筒外１点の購入経費の支出について
4,438

市会事務局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用インクジェットプリンタ購入経費の支出について
16,825

市会事務局 総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用煎茶の購入経費の支出について
36,288

市会事務局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用トナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
155,628

市会事務局 総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月支払分）の支出について
30,170

市会事務局 議事担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年９月、９～１２月大阪市会常任委員会記録（９、１０月分）印刷製本経費の支出について
121,840

市会事務局 議事担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年９月、９～１２月定例会大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年１１月大阪市会特別委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 議事担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年１１月大阪市会特別委員会記録印刷製本経費の支出について
12,007

市会事務局 議事担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年１０月～１１月大阪市会決算特別委員会（平成２５年度一般会計等決算）記録印刷製本経費の支出について
50,148

市会事務局 議事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 民生保健委員会に参考人として出席するために要する経費の支出について（実費弁償）
480

市会事務局 議事担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２６年１０月～１１月大阪市会決算特別委員会記録（平成２５年度一般会計等決算）ＣＤ版作製経費の支出について
13,608

市会事務局 政策調査担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１５．２　No．２２０）の印刷経費の支出について
70,438

市会事務局 政策調査担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
45,875

市会事務局 政策調査担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書購入経費支出について
141,846

市会事務局 政策調査担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　文具等購入経費の支出について
27,250

市会事務局 政策調査担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 インターネット議会中継用HDD&DVDレコーダーの購入経費の支出について
95,019

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（１月分）の支出について
3,161

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について（１月分等）
61,655

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
2,094

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
164

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２７年２月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（平成２７年２月分）の支出について
12,695

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２７年２月分）の支出について
112,087

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（２月分）の支出について
3,132

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（平成２７年２月分）の支出について
2,700

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料（平成２７年２月分）の支出について
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（２月分）の支出について
92,471

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ミーティングテーブル外４件購入経費の支出いついて
138,920

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外６件購入経費の支出いついて
129,849

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について（２月分）
94,351

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（２月分）の支出について
3,282

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（２月分）の支出について
6,231

行政委員会事務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（２月分）の支出について
6,101

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方財務実務提要追録の購入にかかる支出について
2,263

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成26年度分）平成27年2月分
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　日本経営協会主催の研修受講にかかる会費の支出について
34,560

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成27年第１回監査報告書の印刷にかかる支出について
58,104
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行政委員会事務局 監査課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　判例地方自治　平成２６年５月号から平成２７年３月号の購入にかかる支出について
15,060

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　日経アーキテクチュア外１点の購入にかかる支出について
40,400

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　日本内部監査協会主催の研修受講にかかる会費の支出について
109,620

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　スキルアップ研修会参加にかかる会費の支出について
16,200

行政委員会事務局 監査課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　日本経営協会主催の研修受講にかかる会費の支出について
75,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　任用システム開発ソフトウェア運用保守業務委託料の支出について
264,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 任用事務用　任用課職員研修にかかる講師への報償金の支出について
16,080

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験身体検査業務にかかる同経費の支出について
272,376

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　大阪市職員採用試験広報用ポスターの版下作成及び印刷業務の委託及び同経費の支出について
63,828

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　大阪市職員採用案内（「大阪市の業務と働く魅力について（仮称）」）の作成及び同経費の支出について
129,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政(22-25)、大学卒程度技術・社会福祉）採用試験要綱の印刷及び同経費の支出について
93,852

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 大阪市職員採用試験要綱の墨字訳業務にかかる経費の支出ついて
133,330

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　パーソナルコンピュータ用書体ソフトウェア買入契約に係る経費の支出について
21,168

行政委員会事務局 任用課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム用機器一式借入契約（長期継続・再リース）に係る使用料の支出について（平成27年２月分）
46,764

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用　人事諸制度についての意見交換に関する講師との打合せにかかる旅費の支出について
28,500

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 給与報告事務用　「2015年版賃金・人事データ総覧」の購入にかかる支出について
5,760

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 給与調査事務用　給与調査システム運用保守業務委託料の支出について（平成２６年度）
432,000

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 公平審査関係事務用　「地方公務員のための労働基準法と人事労務の実務セミナー」の参加にかかる会費の支出について
34,560

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 給与報告事務用　給与調査システム機種更新業務にかかる委託料の支出について
400,194

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料（平成27年2月分）の支出について
24,840

行政委員会事務局 調査課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 給与報告事務用　「実践　人事制度改革」の購入にかかる支出について
3,110

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１月分）
39,275

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（１月分）
10,584

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 選挙法研究用選挙関係刊行物の製本経費の支出について
12,916

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 選挙事務用法律相談に係る相談経費の支出について
10,800

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 選挙事務用法律相談に係る相談経費の支出について
20,250

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新成人へのお知らせあて名帳票の買入及び経費の支出について
14,850

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新成人へのお知らせ封筒の作成及び経費の支出について
169,769

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用図書の買入経費の支出について
1,620

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用「選挙時報」購入経費の支出について
3,360

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（２月分）
39,275

行政委員会事務局 選挙課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（２月分）
10,584

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 衆議院議員総選挙用期日前投票所専用回線通信経費の支出について（1月分）
20,520

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用選挙長名札外４件の作製経費の支出について
127,764

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用抽選器外１件の作製経費の支出について
173,664

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 委託料　委託料 衆議院議員総選挙用投票案内状等作製業務委託経費の支出について
24,559,200

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 市議会議員選挙用当選証書用紙の作製経費の支出について
39,960

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 市議会議員選挙用政治活動用ポスター証紙作成経費の支出について
35,526

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 市議会議員選挙用当選証書ケースの作製経費の支出について
95,256

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用立会人名札の作製経費の支出について
32,400

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　印刷製本費 統一地方選挙用選挙公報等配布員証の作製及び経費の支出について
12,096

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用投開票集計システム接続機器の買入経費の支出について
92,275

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 旅費　普通旅費 大阪市議会議員一般選挙用投票用紙作製校正にかかる出張旅費の支出について
3,644

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用諸用紙（立候補予定者説明会）の作製経費の支出について
47,034

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙用振鈴外１件の作製経費の支出について
126,522

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月25日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　印刷製本費 統一地方選挙用期日前投票手続案内表示の作製経費の支出について
24,414

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 旅費　普通旅費 市議会議員選挙用投票用紙搬送随行に伴う出張旅費の支出について（３月１９日分）
1,822

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　印刷製本費 統一地方選挙用投票所関係表示物の作製経費の支出について
423,360
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行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 需用費　消耗品費 市議会議員選挙用候補者用表示物等の作製経費の支出について
1,509,688

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成27年03月31日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙用啓発ポスター等の原画制作経費の支出について
561,600

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
4,860

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　外部通報窓口設置にかかるFAX回線使用料の支出について（１月分）
2,702

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（11月分）の支出について
1,480

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度予算決算説明書（第２分冊）の印刷経費の支出について
15,984

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（１０・１１・１２月分）の支出について
6,950

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（12月分）の支出について
800

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（２月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（１０月～１２月分）
25,500

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要ほか２点の購入経費の支出について
68,292

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　ダンボール箱〈大大〉外１２点の購入にかかる消耗品費の支出について
60,338

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（２月分）
696,371

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,066

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
864

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,960

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（２月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について（２月分）
374,177

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用「物価資料（平成26年４月分～平成27年３月分）」の購入経費の支出について
19,560

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２７年度教育関係予算資料の印刷経費の支出について
55,404

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
3,720

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（12～２月分）の支出について
3,700

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四次新訂の購入経費の支出について
4,860

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の所要経費の支出について（２月分）
109,786

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 連絡調整グループ事務用　市内出張交通費（１月分・２月分）の支出について
2,340

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務椅子の購入並びに同経費の支出について
90,720

教育委員会事務局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（平成27年２月分）
305,865

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　顕微鏡の購入経費の支出について
517,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　肥料の購入（その２）購入経費の支出について
97,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 自動製本機外8点の運搬業務委託にかかる経費の支出について
253,260

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 窯業・木工実習用　窯外７点の点検・移設業務委託にかかる経費の支出について
268,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　事務用パーソナルコンピュータ　（デスクトップ型）外１件の購入経費の支出について
143,445

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等整備事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１０月分）
144,006

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市立高等学校敷地内大阪府有地の賃借料の支出について
27,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　両袖机　外4点の購入経費の支出について
1,480,464

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　両袖机　外4点の購入経費の支出について
108,540

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託料の支出について（１月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き136号・137号」の購入経費の支出について
9,218

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淀川特別支援学校スクールバス進入路整備に必要な街路樹撤去工事に伴う補償金の支出について【実施決裁済】
26,190

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　デジタルストロボ装置購入経費の支出について
1,175,731

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「水道六法268－269号」の購入経費の支出について
8,700
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 不動産登記測量業務にかかる経費支出について（もと扇町高等学校）
605,766

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　第二音楽室設備　テレビ外１０点の購入経費の支出について
201,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター（その４）の購入経費の支出について
208,526

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　教師用裁縫台　外１点の購入経費の支出について
1,077,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　第二音楽室設備　テレビ外１０点の購入経費の支出について
305,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター（その４）の購入経費の支出について
104,263

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１１月分）
20,412

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１１月分）
25,992

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 「公立学校施設整備関係執務提要　594－598号」購入経費の支出について
10,875

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 「公立学校施設関係法令集（平成２６年）」外１件の購入経費の支出について
26,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 紙器製造実習用　一本押機外３点の点検・移設業務委託にかかる経費の支出について
248,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（２月分）の支出について
797,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（２月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　消火器　外２点（その３）の購入経費の支出について
68,300

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 東住吉中学校柔道場整備に必要な下水道引き込み工事にかかる事務監理費の支出について【実施決裁済】
79,488

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪府公立学校施設整備期成会分担金の支出について
24,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「建設物価」の購入経費の支出について
38,280

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　ハイスピードカメラの購入経費の支出について
1,089,936

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費
校舎補修等整備事業用　学校用理科教育振興法設備整備の手引き（小学校及び視覚・聴覚・知的障害・肢体等特別支援学校小学部編）外３点の購入経費の支出につい
て 11,523

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　ステンレス薬品庫の購入経費の支出について
104,328

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用　トナーカートリッジの購入経費の支出について
92,210

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校設備整備事業　壁掛け式扇風機（その２）の購入経費の支出について
47,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　ステンレス薬品庫外10点の購入経費の支出について
349,272

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　ステンレス薬品庫外10点の購入経費の支出について
1,259,928

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
622,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　４ブロック（西区外３区59校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
768,827

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（６）（淀川区外１区42校）にかかる経費の支出について（２月分）
66,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
415,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
151,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
272,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　４ブロック（西区外３区59校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
329,459

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
77,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
38,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１１月・１２月分）
22,994

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 おしぼり加工実習用業務用洗濯機の点検・移設業務委託にかかる経費の支出について
302,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業に伴う仮設校舎の建設及び賃貸借契約経費の支出について（2月分）
3,078,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
25,212

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,165,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
605,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
958,072

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
275,940

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
1,148,904
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
647,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
110,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
569,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
39,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
63,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１２月分）
25,638

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1510－1527」外1点の購入経費の支出について
65,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1504－1509」の購入経費の支出について
19,752

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１２月分）
24,980

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
15,768

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
15,935

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　電子キーボード購入にかかる経費の支出について
86,130

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 おしぼり包装機の点検・移設業務委託にかかる経費の支出について
41,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　小型静電高圧発生装置外２点の購入経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　液体窒素貯蔵容器外２点の購入経費の支出について
30,888

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　デジタル生物顕微鏡の購入経費の支出について
103,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　小型静電高圧発生装置外２点の購入経費の支出について
318,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　液体窒素貯蔵容器外２点の購入経費の支出について
177,228

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 柏里小学校体育館外67棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,436,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 三軒家西小学校体育館外52棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,134,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 北鶴橋小学校体育館外65棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,404,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 桜宮小学校体育館外50棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,096,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 桑津小学校体育館外57棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,239,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 滝川小学校体育館外55棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
1,194,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
30,789

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 難波特別支援学校移転に伴う断裁機の移設業務委託にかかる経費の支出について
480,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託料の支出について（２月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 負担金、補助及交付金　分担金 茶屋町Ｂ－２地区共同化検討業務の分担金の支出について
946,046

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
267,840
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（１月分）
21,982

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　消火器　外２点（概算）（その７）の購入経費の支出について
23,196

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　消火器　外２点（概算）（その７）の購入経費の支出について
69,324

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　手数料 内部設備整備事業　消火器　外２点（概算）（その７）の購入経費の支出について
700

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　手数料 内部設備整備事業　消火器　外２点（概算）（その７）の購入経費の支出について
3,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　アコーディオンスクリーンの購入経費の支出について
93,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 管財事務用　住宅地図・ブルーマップ購入にかかる経費支出について
805,766

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１月分）
194,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１月分）
37,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度　大阪市立学校貯水槽清掃業務委託（城東小学校）にかかる経費の支出について
41,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１月分）
75,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１月分）
38,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１月分）
77,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　３ブロック（東成区外２区55校）にかかる経費の支出について（１月分）
45,203

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（１月分）
38,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　備品修繕料 内部設備整備事業　難波特別支援学校移設平止機修繕にかかる経費の支出について
73,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（３月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　卓上シーラー　外５点の購入経費の支出について
181,418

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　担架の購入経費の支出について
30,877

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「水道六法270－271号」の購入経費の支出について
8,700

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課１１・１２月分市内出張交通費の支出について
83,162

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 学校調査統計・建物修繕料システム端末の買入に関する支出について
23,147

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　庁用器具費 学校調査統計・建物修繕料システム端末の買入に関する支出について
179,893

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入経費の支出について
29,430

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 高等学校前期入学者選抜の中国帰国生徒等に対する配慮における受験者の外国語により回答された作文の筆耕翻訳経費の支出について
16,740

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度小中学校児童生徒市営交通無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
499,104

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度小中学校児童生徒市営交通無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
54,408

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第３７回大阪市学校適正配置審議会開催及び同経費の支出について
160,050

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
7,997

教育委員会事務局 学事課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 今宮中学校施設一体型小中一貫校通学バス運行にかかる通学バス試走業務の実施（３回目）並びに所要経費の支出について
48,016

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 小型車両系建設機械　３ｔ未満（特別教育）受講料（テキスト代含む）の支払いについて
77,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
46,696

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
9,672

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
8,352

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　人事委員会事案の判定確定に伴う弁護士報酬金の支出について
1,000,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし作業従事者　特別教育　受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
84,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全衛生教育にかかる受講料（テキスト代含む）の支払いについて
110,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別受講教育にかかる受講料等（テキスト代含む）の支払いについて
46,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（８月分）の支出について
83,120

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（７月分）の支出について
46,440

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者（安全衛生教育）受講料（テキスト代含む）に支払いについて
57,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市立校園児童生徒表彰にかかる表彰状揮毫業務の所要経費の支出について
79,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　賞賜金 市立校園児童生徒表彰式にかかる記念品（楯）の購入経費の支出について
84,823

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（８月分）の支出について
125,006

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（７月分）の支出について
146,525

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 校園営繕園芸事務所・特別支援学校での勤務に向けた事前実習の実施について
120
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 校園営繕園芸事務所・特別支援学校での勤務に向けた事前実習の実施について
4,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（９月分）の支出について
105,740

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（１０月分）の支出について
70,940

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（１０月分）の支出について
113,700

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
74,100

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
39,650

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校園文書等逓送業務委託（平成27年2月）の支出について
3,557,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
40,210

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（２月分）
95,060

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,724

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,930

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談事業の相談員の報償金の支出について（２月分）
81,280

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（2月分）
9,603

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（2月分）
104,988

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教職員の評価・育成システムにかかる開示面談時の手話通訳派遣経費の支出について
4,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事業班業務用　エンジンチェーンソーの購入経費の支出について
66,182

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（９月分）の支出について
106,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（２月分）
13,525

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
71,845

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（２月分）
4,720

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（２月分）
5,206

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 光陽特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成26年度大道会森之宮病院）
185,280

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 光陽特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について
103,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立小学校・中学校校長公募にかかる採用予定者研修会講師謝礼金の支出について
20,880

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（１２月分）
49,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（１１月分）の支出について
10,730

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（１１月分）の支出について
88,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（１１月分）
34,900

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教員採用選考テストＰＲ用　クリアファイルの印刷及び同所要経費の支出について
151,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
24,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入経費の支出について
26,103

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（３月分）の支払いについて
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（１月分）
41,650

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　電話子機用充電池　外３３点の購入及び同所要経費の支出について
59,940

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成26年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（３月分）の支払いについて
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（１２月分）の支出について
54,960

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（１２月分）の支出について
88,730

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払について（２月分）
67,300

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ゴム印の購入経費の支出について
691

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　生野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入（その３）に関する経費の支出について
1,998,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室グリストラップ清掃及び汚泥等収集・運搬業務委託に関する所要経費の支出について
56,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年12月分)
1,558,123

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援教育就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成２６年１２月分）
44,231

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年12月分)
628,059
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について(平成26年12月分)
181,687

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費用、学校給食費額決定通知書印影印刷（その２）経費の支出について
347,706

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室グリストラップ清掃における産業廃棄物処分業務に関する経費の支出について
34,020

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 歯科保健事業用　平成２６年度大阪市学校歯科保健研究大会看板の購入経費の支出について
37,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 歯科保健事業用　平成２６年度（第５５回）大阪市学校歯科保健研究大会資料の印刷経費の支出について
90,882

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　平野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
25,419

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市中学校給食献立会議にかかる構成員報償金の支出について（H27　6・7月分献立関係）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費用、窓付き封筒買入（その２）に伴う経費支出について
1,049,328

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年１２月分)
23,100

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫買入（その４）に関する経費の支出について
961,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票（小学校１年生用）外５点の印刷にかかる経費の支出について
516,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票（小学校１年生用）外５点の印刷にかかる経費の支出について
200,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２６年１１月分)
32,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度「低学年における歯みがき指導」事業に係る委託料の支出について(１月分）
456,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食１２月分）
46,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食８月分）
17,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食７月分）
7,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２６年度定期結核健康診断（児童・生徒）業務の実施にかかる経費の支出について（第３回 終回）
26,049

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断精密検査にかかる調査票の買入れにかかる経費の支出について
26,142

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断精密検査にかかる調査票の買入れにかかる経費の支出について
11,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 追録（逐条解説学校保健法規集）購入にかかる経費の支出について
10,136

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成26年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
1,300,320

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成26年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
561,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成26年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 平成26年度学校環境衛生検査（飲料水）用培地の買入にかかる経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
53,374,941

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
120,755,282

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材費平成２７年２月分）
248,314,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
46,264,363

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,430,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（委託料平成２７年２月分）
6,237,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,950,464

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,666,794

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,689,184

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,303,997

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（平成２７年２月分）
17,001,725

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,213,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
5,899,500
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（２月分）
2,196,001

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（２月分）
2,267,992

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,940,394

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,437,187

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,332,782

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,483,984

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
2,102,388

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の学校給食調理業務委託実施経費の支出について（２月分）
1,868,384

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,457,984

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,900,798

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,868,384

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,735,194

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,871,633

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（２月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の学校給食調理業務委託経費の支出について（２月分）
1,943,263

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,863,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（２月分）
21,710,296

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
3,134,595

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
1,296,020

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材費平成２７年２月分）
6,956,135

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯（小学校・特別支援学校）購入経費の支出について（平成２７年２月分）
1,495,212

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（平成２７年２月分）
476,275

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（委託料平成２７年２月分）
174,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成26年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（２月分）
449,258

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（２月分）
108,162

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第５回中間　２月分）
289,366

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
14,330,770

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）食材費
10,879,505

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
13,870,148

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
11,238,245

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
11,090,785

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）食材費
16,598,777

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,653,179

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
16,221,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
7,646,698

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,205,227

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,507,780

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,593,318

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,998,952

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食個別配膳業務委託（単価契約）（第６ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
299,934

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
12,596,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）調理配送配膳経費
18,881,376

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）調理配送配膳経費
10,813,144

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第５回中間　２月分）
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用フードスライサー外1点（ドライシステム用）買入（その５）に関する経費の支出について
1,344,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
1,998,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器洗浄機（ドライシステム）買入（その４）経費の支出について
1,873,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ローラーコンベア（ドライシステム用）買入（その２）に関する経費の支出について
968,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用立体式炊飯器（ドライシステム用）買入（その２）に関する経費の支出について
1,166,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用下足箱（ドライシステム用）買入（その２）に関する経費の支出について
151,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用立体式炊飯器（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
557,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（ドライシステム用）の買入に関する経費の支出について
1,371,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（2月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（2月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（2月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　東成区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
48,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 中学校給食用カラー用紙買入にかかる経費の支出について
26,352

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食自主管理票外４点の印刷経費の支出について
160,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用蛍光ペン外購入経費の支出について
50,610

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成26年度　検食用給食の配送（バイク便）経費の支出について（2月分）
15,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 学校給食用ホテルパン外１点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
202,824

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫(ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
961,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫外１点（ドライシステム用）（その３）買入に関する経費の支出について
1,211,328

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫（ドライシステム用）買入（その４）に関する経費の支出について
1,998,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用包丁まな板殺菌庫買入に関する経費の支出について
246,024

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用電動缶切り機買入に関する経費の支出について
91,798

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器洗浄機（ドライシステム）買入（その５）に関する経費の支出について
1,870,560

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用移動台車（ドライシステム用）買入（その２）に関する経費の支出について
293,328

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用フードスライサー外1点（ドライシステム用）買入（その4）に関する経費の支出について
1,344,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫（ドライシステム用）買入（その３）に関する経費の支出について
1,998,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫外１点（ドライシステム用）（その２）買入に関する経費の支出について
1,124,928

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫(ドライシステム用）買入（その２）に関する経費の支出について
1,922,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２７年１月分)
22,810

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 学校保健推進事業用学校保健タイムス（１５４号・１５５号）の印刷経費の支出について（第２回完納分）
45,036

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成２６年９月分、１０月分）
10,150

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成２６年１１月分）
2,400

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当事業に係る出張旅費の支出について（平成２６年１２月分）
4,400

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 不当労働行為申立事件にかかる委任事件着手金の支出について
500,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（平成26年度　第４四半期分）
36,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食調理員公務災害防止事業用パラフィン浴装置用固形パラフィンの購入経費の支出について
105,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（油性ボールペン外１１点）購入経費の支出について
54,464

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（平成２７年２月使用分）
2,808

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員給与・厚生担当事業用電話回線の増設及び撤去にかかる業務委託経費の支出について
96,120

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張交通費12月分の支払いについて
10,200

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護提要追録（215－218号）の購入にかかる経費の支払いについて
7,628

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護担当用資料「月刊文化財」の購入経費の支出について
10,261

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当用　市内出張交通費1月分の支払いについて
8,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ1月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 人権啓発普及事業人権講演会（２月１３日実施）に係る講師謝礼の支出について
14,560

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ1月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(1月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用セロハンテープ外１９件の購入にかかる経費支出について
53,546

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 ファミリーシアターにかかるワークショップ講師謝礼の支出について
27,810

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 生涯学習情報提供システム　ワーキング会議謝礼の支出について（２月２０日分）
11,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成25年度大阪市生涯学習ルーム事業実施報告書作成経費の支出について
124,416

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 平成26年度大阪市生涯学習ルームの運営にかかる物品の購入経費の支出について（家電）
35,120

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　機械器具費 平成26年度大阪市生涯学習ルームの運営にかかる物品の購入経費の支出について（家電）
43,385

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる１月分維持管理分担金（管理業務委託費、光熱水費、設備修理費）の支出について
930,667

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂事務所・音楽堂用粉末（ＡＢＣ）消火器１０型他１点の購入並びに同所要経費の支出について
53,892

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度　識字学級の実施にかかる報償費の支出について（第３四半期分）
1,160,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成２６年度「教育コミュニティづくり」実践交流会の開催に伴う講師派遣に係る所要経費の支出について
4,860

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費（１１月分）
29,560

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成26年度音楽堂事務所・音楽堂消防用設備等点検業務委託経費の支出について
105,840

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 大阪市立大阪城音楽堂清掃業務委託経費の支出について（2月分）
187,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと平野青少年会館用地土地利用履歴等調査業務委託料の支出について
270,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（リニューアル施工費）
135,012,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(2月分)
20,298

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(2月分)
29,229

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,048

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市立大阪城音楽堂機械警備業務経費の支出について（2月分）
19,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入の実施並びに経費の支出について(2月分)
596,313

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（３月分）
4,437,194
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
103

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる保育謝礼の支出について（3/6分）
6,640

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと西成青少年会館津守分館の業務用冷凍冷蔵庫等のフロン回収破壊業務委託費の支出について
22,345

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（３月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市立大阪城音楽堂におけるコピー料金の支出について（２月分）
165

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（３月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度大阪市社会教育委員会議第４回全体会にかかる委員報酬の支出について
192,060

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成26年度家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼の支出について（3/6分）
22,080

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　建物修繕料 難波市民学習センター自動ドア修繕にかかる経費の支出について
405,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（油性サインペン細字黒他全９点）の購入経費の支出について
8,953

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品‐書籍（「漢字筆順ハンドブック第３版」外４８点）の購入経費の支出について
90,460

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（色画用紙他全１７点）の購入経費の支出について
48,664

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 識字推進事業用消耗品（コピー用紙）の購入にかかる経費の支出について
49,518

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もと城北市民学習センターにかかる２月分維持管理分担金（管理業務委託費、光熱水費、設備関係費）の支出について
727,346

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ2月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張出張旅費の支出について（１月分）
21,700

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１２月分）
22,670

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用リサイクルトナーカートリッジ外６件の購入にかかる経費支出について
39,816

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成25年度小学校区教育協議会―はぐくみネット―事業報告書の作成経費の支出について
64,793

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(2月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ2月分）
368,334

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１月分）２目
22,780

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１１月分）２目
19,340

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１２月分）２目
21,660

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１０月分）２目
33,030

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（９月分）２目
24,790

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２６年度指導部市内出張交通費（５月分）の支出について
327,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット１月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議（巽中学校）にかかる報償金の経費支出について
15,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 学力向上施策に関する取組の視察・意見交換(沖縄県教育委員会等)への出張旅費の支出について
196,027

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小中一貫した教育における部活動指導の充実に関する研究研修会開催にかかる経費支出について（１月１７日～１月２２日　南港南中学校開催分）
33,620

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小中一貫した教育における部活動指導の充実に関する研究研修会開催にかかる経費支出について（１月１７日～２月２１日　やたなか小中一貫校開催分）
34,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪市学校元気アップ地域本部事業用書籍の購入経費の支出について
1,296

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上推進事業研修会」の開催経費の支出について（２月１９日）
35,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度中学校部活動技術指導者招聘事業にかかる第２期分（８月～１２月実施分）報償金の口座不能によるの再支出について
161,622

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣にかかる経費の支出について（2月19日）
13,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育総合推進事業「発達障がい支援講座(２月１０日分）」にかかる謝礼金の支出について
14,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（1月26日）
192,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学習上の支援機器等教材活用促進事業にかかる大阪市立特別支援学校向け通信サービスの提供にかかる経費の支出について（１月分）
51,606

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（１２月分）の口座振替不能による再支出について
1,617

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（２月２４日）
83,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議及び重点校研修の実施にかかる経費の支出について（２月２５日）
30,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年中学校夜間学級調査研究事業用事務物品の購入経費の支出について
29,905

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品・第３期追加分）の購入経費の支出について
26,730

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議（高殿小学校）にかかる報償金の経費支出について
21,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費の支出について（１月分）
11,430,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（１月分）
664,650
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費(12月分)の支出について
11,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 特別支援学校整備にかかる市内出張交通費の支出について(１０月分)
1,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 特別支援学校整備にかかる市内出張交通費の支出について(８月分)
33,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 特別支援学校整備にかかる市内出張交通費の支出について(７月分)
8,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 特別支援学校整備にかかる市内出張交通費の支出について(９月分)
7,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 特別支援学校入学検査実施にかかる消耗品の経費の支出について
93,873

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）
21

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度教育長表彰賞状の筆耕委託の支出について
74,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２６年度全国学校図書館協議会会費の支出について
42,450

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費の支出について（２月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について（再リース）（２月分）
79,596

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（２月２４日）
10,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（２月分）
138

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（２月分）
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２６年度もと幼児教育センター清掃業務委託契約の経費支出について（２月分）
16,146

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
43,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪市学校元気アップ地域本部事業用モバイルプロジェクター外２点の購入並びに同経費の支出について
43,761

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料の支出について（27年2月分）
1,846,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２６年度中学校夜間学級調査研究事業用図書の購入経費の支出について
17,165

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーの購入経費の支出について
54,270

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費（２月分）の支出について
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費（２月分）の支出について
35,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費（２月分）の支出について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（２月２４日）
10,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築事業専門家協力者謝礼にかかる経費の支出について（２月分）
85,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（3月4日）
22,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（２月分）
120,600



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度インクルーシブ教育合理的配慮スタッフ謝礼金の支出について（２月分）
153,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（２月分）
65,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回小中一貫教育検討会議にかかる経費支出について（３月１０日）
12,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「ORT -Decode and Develop stories Stage 1 More A　Pack」外６点の購入経費の支出について
162,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業　高等学校アドバンストクラスの実施経費の支出について（3月11日・3月12日）
82,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ＰＰＣ（コピーラベル）外１７点の購入経費の支出について
9,039

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ＰＰＣ（コピーラベル）外１７点の購入経費の支出について
65,767

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（2月19日・3月12日）
45,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回幼児期運動指針実践調査研究委員会の開催経費の支出について（３月１３日）
27,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議の実施にかかる経費の支出について（３月６日）
21,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第４回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（３月１３日）
40,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（２月分）
338,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(２月分)の支出について
12,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費(３月分)の支出について
4,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際理解教育日本語指導用図書の購入経費の支出について
80,439

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際理解教育日本語指導用図書の購入経費の支出について③
84,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際理解教育日本語指導用図書の購入経費の支出について
53,556

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度中学校夜間学級調査研究事業用文集の印刷経費の支出について
106,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２６年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（２月分）
2,702

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度子どもの緊急通報装置にかかる電柱共架料の支出について（旭区分）
43,848

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業指導員報償金の支出について（２月分）
4,807,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（２月分）
1,436,270

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業第三者専門家チーム全体会にかかる報償金の経費支出について
59,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度特別支援学校入学検診の実施にかかる医師謝礼金の支出について(2)
14,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(２月分）
430,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター実習用インクカートリッジ外４点購入にかかる経費の支出について
46,008

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 公設民営学校の設置に係る国際バカロレア等の調査研究用「国際バカロレアを知るために」外12冊の購入経費の支出について
31,908

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 学校元気アップ地域本部事業周知用リーフレットの印刷経費の支出について
154,548

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
923,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
5,171,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（2月分）
872,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
6,402,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）生野特別支援学校分
3,488,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
3,283,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
1,682,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
923,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,744,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
902,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,096,585

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,842,696

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
800,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（２月分）
79,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（２月分）
861,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
3,570,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
800,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（2月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,785,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）　　　視覚特別支援学校分
4,155,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）１コース
1,003,428
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）住之江特別支援学校分
2,764,044

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
941,868

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２６年度幼稚園介助アルバイト（２月分）にかかる経費支出について
2,150,490

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（３月１８日）
176,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校カリキュラム開発会議にかかる謝礼金の支出について（3月16日）
43,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２６年度いじめ・不登校問題対策事業第三者専門家チーム全体会にかかる報償金の経費支出について
10,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（２月分）にかかる経費支出について
43,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（１月分）の口座振替不能による再支出について
6,061

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度卒業式・保育修了式用「お祝いのことば」の印刷経費の支出について
75,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 一般事務用返信用切手の購入経費の支出について
7,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度教育長表彰状の筆耕委託経費の支出について
17,712

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（２月分）
123,674

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（２月分）
6,040,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度いじめ、不登校対策等プロジェクト講師派遣にかかる講師謝礼の経費支出について（天下茶屋中学校）
16,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（２月分）
2,622,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（２月分）
2,315,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「新体力テスト研修会」にかかる開催経費の支出について（３月２４日）
77,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成26年度幼稚園教育理解推進事業（中央協議会）の出席にかかる出張旅費の支出について
37,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（文具類・ 終）の購入経費の支出について
147,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（紙類・ 終）の購入並びに同経費の支出について
290,304

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国際交流事業記念品「木製フラワーベース」の買入経費の支出について
40,942

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット２月分電話代の支出について
7,182

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成26年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の所要経費の支出について
16,087

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成26年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の所要経費の支出について
16,087

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
44,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 平成26年度学校活性化推進事業「校長経営戦略予算」加算配付対象校への視察・意見交換会の所要経費の支出について
16,086

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（２月分）
390,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 特別支援学校整備事業　特別支援学校校歌ＣＤ作成業務委託にかかる経費の支出について
93,960

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 田島中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
17,200

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 新北島中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
9,340

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成26年度　第２回大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会委員報酬にかかる支出について
26,380

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大淀中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について(口座振替不能による再支出分)
8,118

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 東住吉区合同地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
28,400

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 難波中学校区地域本部研修の講師研修にかかる支出について
8,600

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平野区合同地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
17,200

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 墨江丘中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
8,600

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 大阪市史編纂事業用図書『木簡研究』第36号の買入経費の支出について
5,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成26年度大阪自治体史連絡協議会　会計監査に係る出張旅費の支出について
900

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（１月分）の支出について
1,148

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（２月分）の支出について
2,135

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市史編纂事業用雑誌『ヒストリア』買入経費の支出について
5,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 「編纂所だより」第44号の印刷経費の支出について
30,132

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検委託料分担金の支出について（1月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金1月分の支出について
366,448

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金２月分の支出について
177,545

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金２月分の支出について
15,876

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館自動扉修繕費分担金の支出について
8,678

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１０月・追加分）の支出について
98,478
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　城東図書館　屋外汚水管緊急修繕経費の支出について
23,851

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　空気熱源ヒートポンプエアコン特別整備業務経費の支出について
2,970,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１１月分）の支出について
130,508

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（10～12月分）
86,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２月分）の支出について
38,502

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備委託料分担金の支出について（1月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金１月分の支出について
311,584

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金1月分の支出について
379,634

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金１月分の支出について
24,943

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館簡易専用水道検査料分担金の支出について
2,787

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備委託料分担金の支出について（1月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館清掃業務委託料分担金の支出について（1月分）
7,849

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理委託料分担金の支出について（1月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金1月分の支出について
45,214

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金1月分の支出について
322,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館中央監視盤点検委託料分担金野支出について
63,180

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
330,999

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
124,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金1月分の支出について
73,491

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
140,476

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
10,747

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（２月分）
265,680

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金２月分の支出について
23,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 住之江図書館消防設備煙感知器取替工事料分担金の支出について
13,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館空気環境測定委託料分担金の支出について（１月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（１月分）
23,616

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　貯水槽清掃及び水質検査業務（その２）経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１月分）の支出について
26,484

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　汚水槽・雨水槽清掃業務経費の支出について
432,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館機械警備委託料分担金の支出について（10月～12月分）
10,368

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定業務委託料分担金の支出について（12月～1月分）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設外２施設　自動扉整備業務経費の支出について
121,565

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
279,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金2月分の支出について
81,297

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
18,901

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金2月分の支出について
55,841

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 一般維持管理用中央図書館閲覧用椅子張替経費の支出について
132,192

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
7,344,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
6,554,177

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館外４館窓口業務委託経費の支出について（2月分）
7,551,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 自動車文庫事業用大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委経費の支出について（2月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（2月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（2月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立図書館図書等逓送業務委託経費の支出について（2月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館中央監視装置保守点検料分担金の支出について（下半期）
28,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設外２施設　自動扉整備業務経費の支出について
1,329,253



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設外２施設　自動扉整備業務経費の支出について
125,183

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設外２施設　自動扉整備業務経費の支出について
594,799

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について(２月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（2月分）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（2月分）
3,135

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託の実施及び同経費の支出について
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（２月分）
229,288

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
930

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（２月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について(２月分）
411

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
17,780

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金2月分の支出について
188,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭複合施設　清掃業務委託料の支出について（２月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
218,830

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料の支出について(２月分）
60,779

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料の支出について（2月分）
1,552,816

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託料の支出について(２月分）
137,198

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料の支出について（２月分）
180,457

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託料の支出について（2月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料の支出について（2月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託の実施及び同経費の支出について
61,365

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
59,550

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託料の支出について（2月分）
66,465

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託料の支出について（２月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用中央図書館コピー代金（２月分）の支出について
32,905

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金２月分の支出について
131,397

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用中央図書館産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（２月分）
35,283

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（2月分）
31,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立淀川図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用城東図書館機械警備業務委託経費の支出について（2月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用中央図書館送受信兼用ファクシミリ装置借入経費の支出について（2月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館自動扉保守点検料分担金の支出について（10月～3月分）
3,719

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金の支出について（2月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館噴水設備管理委託料分担金の支出について（10・12・2月分）
37,055

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１月分の支出について
150,792

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１月分の支出について
8,662

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用外傷消毒液外７点の買入及び同経費の支出について
55,252

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 東住吉図書館水道料金３月分に支出について
18,254

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金３月分の支出について
156,008

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金２月分の支出について
72,597
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金２月分の支出について
319,290

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金２月分の支出について
159,386

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館植栽及び堆肥委託料分担金の支出について（下期）
36,083

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度旭図書館消防用設備点検委託料分担金の支出について
83,749

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
9,826

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金２月分の支出について
373,553

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
158,419

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金２月分の支出について
330,085

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金2月分の支出について
51,232

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
170,038

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
12,407

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金3月分の支出について
744

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金2月分の支出について
280,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金2月分の支出について
338,653

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金２月分の支出について
22,405

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館傘袋料分担金の支出について
460

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検委託料分担金の支出について（２月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館貯水槽清掃委託料分担金の支出について
12,474

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　飲料水用貯水槽・水槽清掃及び水質検査委託料分担金の支出について
10,206

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備２月分の支出について
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金の支出について（２月分）
14,159

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用複写申込書の印刷経費の支出について
62,640

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成26年度障がい者サービス事業用郵送貸出用切手の購入経費の支出について
99,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 サービス事業用グランドピアノ調律経費の支出について
9,720

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 対面朗読協力者フォローアップ研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成２７年２月分）
46,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用図書予約カードの印刷経費の支出について
93,960

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成26年度障がい者サービス事業用録音雑誌の購入経費の支出について（1月～3月）
16,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（２月）
52,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 対面朗読協力者フォローアップ研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成２７年３月分）
23,280

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（２月地域図書館）
28,808

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（２月中央図書館）
89,440

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用大阪市立図書館カレンダーの印刷経費の支出について
103,680

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用デイジー図書郵送ケースの購入経費の支出について
67,392

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用録音図書の購入経費の支出について
364,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成26年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（2月）の協力者謝礼金の支出について
256,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用修理製本経費の支出について
105,192

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用「図書ボランティア講座3」の一時保育謝礼金にかかる支出について
3,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用色上質紙の購入経費の支出について
232,200

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用液晶テレビ外１点の購入経費の支出について
69,336

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用録音図書の購入経費の支出について
432,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（1月分）
957,723

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について　12月分
91,999

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国語雑誌・新聞購入経費の支出について　1月分
110,154

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌購入経費の支出について　1月分
127,080

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　1月分
51,559
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その２）
398,819

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分その２）
2,930,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
378,727

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
259,250

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
255,807

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
428,217

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
264,524

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
2,637,426

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
1,629,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
1,596,925

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
1,575,917

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（１月分）
2,332,433

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
226,042

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
198,292

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
228,302

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
1,037,391

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
445,854

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍コンテンツ（ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙｅＢｏｏｋｓ）購入経費の支出について（平成27年1月刊行分）
352,830

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
3,276,003

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
259,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（1月分）
267,225

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１５年２月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１５年２月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１５年２月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外16館閲覧用紙芝居購入経費の支出について(第2回分)
481,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第8回納品分)
22,765

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（2月分）
2,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国語雑誌・新聞購入経費の支出について　2月分
45,590

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　2月分
33,515

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について　2月分
42,978

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞購入経費の支出ついて　10月～12月分
1,292,223

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成27年2月分)
18,163

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成27年2月分)
2,138

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成27年2月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成27年2月分)
12,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成27年2月分)
76,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(平成27年2月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law.com」使用料の支出について(平成27年2月分)
68,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について　2月分
28,996

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について　2月分
74,510

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用地図購入経費の支出について
37,162

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（2月分）
254,279

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（2月分）
262,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
271,403

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
328,542

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その２）
486,363

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
186,482

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
176,539
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
197,074

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（2月分）
936,485

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
2,024,606

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
1,672,473

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
1,214,603

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その２）
3,572,923

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
1,469

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
1,088,032

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外６館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分）
1,147,525

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（2月分）
220,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（2月分）
227,351

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（2月分）
190,969

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成27年2月分)
6,231

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成27年2月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成27年3月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成27年2月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」使用料の支出について(平成27年2月分)
10,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成27年2月分)
44,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成27年2月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(平成27年2月分)
85,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成27年2月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成27年2月分)
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２７年１月分)
811,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
509,328

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究　公開授業・研究発表会への参加にかかる経費支出について
26,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（３５６）「第７７回　教育実際指導研究会」公開授業の参観にかかる経費支出について
37,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（３５６）「ｉｐａｄを活用した授業実践」公開授業の参観にかかる経費支出について
27,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（３５６）「日野市教育委員会研究奨励校　研究発表会」公開授業の参観にかかる経費支出について
28,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（３５６）　「スマイル学習（武雄式反転授業）」公開授業の参観にかかる経費支出について
30,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
15,228

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
9,785

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
65,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
13,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
51,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用ETカートリッジ外９点の購入経費支出について
22,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
225,643

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
225,643

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成27年1月分）
34,714

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・３区（西成・住吉・住之江）合同人権教育講演会にかかる報償金の経費支出について
11,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」グループ研究（３５６）にかかる報償金の経費支出について
22,580

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究　公開授業・研究発表会の視察にかかる経費支出について
13,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
8,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
11,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
46,740
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
32,790

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
86,594

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
893

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務にかかる経費の支出について（墨江小学校）
285,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 仮設校舎改築に伴うＬＡＮ構築業務にかかる経費の支出について（今市中学校）
270,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３６）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
29,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管内出張旅費の支出について(１１月分）
2,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２４）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
55,030

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０７）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
37,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管内出張旅費の支出について(１０月分）
1,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２２）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業にかかる管内出張旅費の支出について(１２月分）
4,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２２）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
28,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２４）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
54,030

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２４）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
55,010

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２２）にかかる管外出張旅費の支出について（１月分）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１４）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
44,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（今宮中学校区小学校　平成２７年１月）
32,508

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（大阪市立特別支援学校　平成２７年１月分）
3,984

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（大阪市立特別支援学校　平成２７年１月分）
39,843

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（蒲生中学校）にかかる報償金の経費支出について
12,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　保健養護部）第２回若年者研修会にかかる報償金の経費支出について
13,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（田辺中学校）にかかる報償金の経費支出について
14,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
14,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（苗代小学校）にかかる報償金の経費支出について
18,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用外OA賞状用紙の購入経費の支出について
8,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用外OA賞状用紙の購入経費の支出について
2,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器漏水の緊急修理にかかる経費の支出について
68,904

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３５１）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
30,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
37,780

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
37,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３５１）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
30,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１８）にかかる管内出張旅費の支出について(２月分）
11,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３７）にかかる管内出張旅費の支出について(２月分）
18,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－３）
28,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用事務用品の購入経費の支出について
38,944

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(２月分)買入にかかる経費の支出について
11,970

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 大阪市教師養成講座用ポスター及びリーフレット印刷にかかる経費の支出について
145,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(２月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
530,489

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
11,036
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成27年2月分)
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
226,168

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,141,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（今宮中学校区小学校　平成２７年２月分）
32,508

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年２月分)
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,879,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
149,274

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
189,679

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
85,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入西ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,308,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入南ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（大阪市立特別支援学校　平成２７年２月分）
3,984

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式４回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入東ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年２月分)
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
570,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
96,293
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入北ブロックその２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
176,131

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
108,563

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
100,348

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
14,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年2月分)
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について(平成27年２月分)
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成27年2月分)
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式長期借入その２にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
6,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
3,226

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置機器再リースに伴う経費の支出について（大阪市立特別支援学校　平成２７年２月分）
39,842

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器３回目再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について(平成27年2月分)
3,231

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について(平成27年2月分)
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用SSTカード外３点購入経費の支出について
28,922

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成27年2月分）
615,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」個人・グループ研究　公開授業・研究発表会への参加にかかる経費支出について
18,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（すみれ小学校）にかかる報償金の経費支出について
11,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０６）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
27,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０６）にかかる管内出張旅費の支出について(２月分）
1,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（４）にかかる管外出張旅費の支出について（１０月分）
35,830

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校による研究活動支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（２月分）
37,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０６）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
27,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業「ＴＫＴを使った英語指導力向上講座（夜間セミナー）」業務委託にかかる経費の支出について
731,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
24,970

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
28,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
7,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
61,814

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 道徳教育推進事業にかかる市内出張交通費の支出について（扇町小学校）
1,660

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 道徳教育推進事業にかかる市内出張交通費の支出について（扇町小学校）
16,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月分)
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月分)
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月分)
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年1月分)
43,839

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 新任教員ICT研修会の開催にかかる報償金の支出について
16,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座特別講座②実施にかかる報償金の支出について
11,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
677,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
907,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
492,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
842,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
61,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（平成２７年２月）
64,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議（５）に係る報償金の支出について
140,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業（中教研　美術部）講演会にかかる報償金の経費支出について
43,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学力向上を図る学習支援事業「民間事業者を活用した教員スキルアップ講座」業務委託にかかる経費の支出について
1,685,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 いじめ・不登校を生まない仲間づくり研修会Ⅱ（ピア・サポートフォローアップ研修会）実施にかかる報償金の支出について
13,560
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用デジタルカメラ２点購入経費の支出について
25,164

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用デジタルカメラ２点購入経費の支出について
25,164

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用デジタルカメラ２点購入経費の支出について
20,952

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 大阪市教育センターの家電リサイクル品の収集運搬業務にかかる経費支出について
25,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる業務委託にともなう経費の支出について（平成27年2月）
225,643

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について（平成27年2月）
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
7,582,269

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
137,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
4,348,815

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる業務委託にともなう経費の支出について（平成27年2月）
225,643

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
255,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
1,291,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（平成27年2月）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる業務委託にともなう経費の支出について（平成27年2月）
34,714

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月）
19,635

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用スクールミシン外１点の購入経費の支出について
302,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 中央監視装置の緊急修理にかかる経費支出について
191,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　図書購入費 発達障がい研修支援事業用WISC-Ⅳ補助マニュアル外１点購入経費の支出について
13,014

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（平成27年２月分）の支出について
2,780

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 非常用発電設備の燃料タンク清掃点検業務にかかる経費支出について
264,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
1,153,071

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
456,062

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
69,401

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について(平成27年2月分)
38,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３７）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－２）
29,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３７）にかかる管外出張旅費の支出について（２月分－１）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかる複合機トナー外１点の買入経費支出について
43,897

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかるＩＣレコーダー外１点の買入経費支出について
43,632

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１月分）
55,672

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１月分）
24,830

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１月分）
7,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１月分）
480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（１月分）
23,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書１２６点の購入経費の支出について
228,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用外DVD８点の購入経費の支出について（変更）
202,953

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用外DVD８点の購入経費の支出について（変更）
129,168

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　図書購入費 教育資料事業用図書１２６点の購入経費の支出について
13,176

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター用蛍光灯等の購入にかかる経費支出について
51,736

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 大阪市教育センター用蛍光灯等の購入にかかる経費支出について
6,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 粗大ごみ（産業廃棄物）収集運搬処理業務にかかる経費支出について
64,692

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 電気時計設備の電気時計盤点検等業務にかかる経費支出について
220,708
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１３）にかかる管内出張旅費の支出について(２月分）
1,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかるＤＶＤ人権教育教材外２点の買入経費支出について
169,992

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「平成２６年度　研究集録　第５５号」（幼稚園教育研究会） 印刷にかかる経費支出について
79,704

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＲＺ５７０型）の修理にかかる経費支出について
17,496

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用・人権教育研究事業用　であい（平成２６年度分）購読にかかる経費支出について
7,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外付けハードディスク外６点購入の経費支出について
47,574

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用拡大機用ロール紙外２点の購入経費支出について
47,358

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ステープラー針外１９点の購入経費支出について
14,504

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究指定園用インクカートリッジ購入の経費支出について
38,685

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業用インクカートリッジ外６点購入の経費支出について
21,492

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用外付けHDD購入経費の支出について
36,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用拡大機用ロール紙外２点の購入経費支出について
17,712

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用ステープラー針外１９点の購入経費支出について
269,104

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用額縁外４点購入の経費支出について
193,104

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用庁内プリンタ用トナーカートリッジ２点購入経費の支出について
31,708

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業用インクカートリッジ外６点購入の経費支出について
19,116

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用粘着ふせん購入経費の支出について
40,068

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用プロジェクタースクリーン外１点購入の経費支出について
33,048

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用A4ラベルシート外２点購入経費の支出について
35,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用・人権教育研究事業用　であい（平成２６年度分）購読にかかる経費支出について
1,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用額縁外４点購入の経費支出について
59,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外付けハードディスク外６点購入の経費支出について
25,452

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外付けハードディスク外６点購入の経費支出について
14,310

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般事務用ソフトウェア購入経費の支出について
49,658

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
16,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,165

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 道徳教育推進事業研究紀要発行にかかる著作権使用料の支出について（鶴橋中学校）
972

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 栄養教諭・学校栄養職員課題別研修会（３）の開催にかかる報償金の支出について
780

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座（１５）閉講式実施にかかる報償金の支出について
190,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市道徳教育推進委員会の外部委員(大阪市PTA協議会役員)出席にかかる報償金の支出について（３月）
11,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（２月分）
400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（２月分）
13,250

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７・８・９月追加分）
560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（２月分）
27,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（２月分）
38,420

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（２月分）
50,938

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（７・８・９月追加分）
1,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用教科書・指導書・副読本３６点の購入経費の支出について
57,366

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用ＳＤＨＣカード外４点購入の経費支出について
1,663

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（２月分）の支出について
35,096

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外図書４０点の購入経費支出について
7,096

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用コピー代金（２月分）の支出について
1,509

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用書き初め筆外１点の購入経費の支出について
57,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用ＳＤＨＣカード外４点購入の経費支出について
46,116

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育研究事業用「指定都市教育研究所連盟第１７次共同研究報告書」の購入経費支出について
49,350

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外図書４０点の購入経費支出について
156,297
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用外図書４０点の購入経費支出について
20,509

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用「キラリ☆道徳（１年）」外１１点の購入経費の支出について
18,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用ＳＤＨＣカード外４点購入の経費支出について
831

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用ＳＤＨＣカード外４点購入の経費支出について
832

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育推進事業用「平成２６年度研究紀要」２点印刷の経費支出について
192,672

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 大阪市教育センター来客用冷蔵庫の購入にかかる経費支出について
7,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 大阪市教育センター来客用冷蔵庫の購入にかかる経費支出について
70,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
9,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
8,377

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２７）にかかる管外出張旅費の支出について（１１月分）
24,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
6,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
1,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
69,530

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
54,730

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
6,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
30,910

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
35,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
38,180

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
27,970

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用「みんなのやくそくノート」購入経費支出について
2,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 初任者研修用「新任教員研修会要項」の印刷経費の支出について
142,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２７年２月分)
815,076

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 教育センターピアノ調律にかかる経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用外ノートパソコン外３点の購入経費支出について
223,992

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　機械器具費 一般事務用外ノートパソコン外３点の購入経費支出について
171,288

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
13,999

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
7,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
1,150,848

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
924,151

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式　北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2
月分） 394,403

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年１月分）の支出について
5,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２６年１２月分）の支出について
2,670

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
509,328

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式　北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2
月分） 269,778

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
366,319

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式　北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2
月分） 53,956

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
104,769

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
42,768

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料
情報教育の推進事業用校内ＬＡＮシステム高速同軸通信方式　北ブロック及び電力線通信方式東・西・北ブロック保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2
月分） 24,903

教育委員会事務局 管理担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
43,839

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の再支出について（第１学年）
171,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月５日払）の支給について
9,479,662

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月５日払）の支給について
3,330,376

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月５日払）の支給について
14,200,786

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月５日払）の支給について
121,051

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ経費の支出について
1,879

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の再支出について（第１学年）
34,600
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の支出について（全学年）
37,988,852

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 就学援助事務用　平成２７年度就学援助制度のお知らせ等の作成経費の支出について
1,082,160

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバー装置等借入（再リース）経費の支出について（平成２７年２月分）
27,918

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（２月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（２月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（２月分）
16,482

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の再支出について（全学年）
168,792

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
12,424

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（２月分）
1,459,077

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
4,489

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借経費の支出について（３月分）
5,461,437

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の支出について（全学年）追加分
1,402,648

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（２月分）
17,155

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,080

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
38,730

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（２月分）
95,727

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　３月５日払における口座振替不能）の再支給について
7,158

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童費　３月５日払における口座振替不能）の再支給について
15,020

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
43,441

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の再支出について（全学年）
34,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第１回目）の再支出について（第１学年）
34,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の再支出について（全学年）
34,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用消しゴム外９点の購入経費の支出について
49,658

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用サーバーラック外２点の購入経費の支出について
95,904

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度　就学援助外２業務の税情報取得にかかる媒体変換処理業務の委託経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（２月分）
12,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
161,267

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 管理用テレビ廃棄（リサイクル）業務の委託経費の支出について
2,160

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 管理用テレビ廃棄（リサイクル）業務の委託経費の支出について
8,424

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２６年度大阪市奨学費（学習資金第２回目）の支出について（全学年）追加分
1,507,073

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３０日払）の支給について
3,290,392

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３０日払）の支給について
747,523

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３０日払）の支給について
825,150

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（３月３０日払い）の支出について
815,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３０日払）の支給について
6,372,270

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
181,002

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
81,823

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
7,438

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、住之江区、住吉区及び西成区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
2,480

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
138,718

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
157,918

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
170,601

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用資料　大阪府公立中学校教育研究会機関誌「中学の広場」の経費の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
54,757
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教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
65,423

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
79,762

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
7,301

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
6,647

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区及び鶴見区の大阪市立学校（１１１校）の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
9,024

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の大阪市立学校(１１０校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
3,650

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区及び平野区の大阪市立学校(１１７校)の産業廃棄物（廃蛍光管・廃乾電池）収集運搬業務委託経費の支出について
6,647

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等及び特別支援学校の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）２月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（２月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（２月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託にかかる支出について（２月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用トナーカートリッジ購入経費の支出について
198,444

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用トナーカートリッジ購入経費の支出について
137,808

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用トナーカートリッジ購入経費の支出について
48,232

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
67,311,850

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
33,343,119

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
7,462,533

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
15,183,783

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
5,137,691

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
2,581,287

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
2,937,002

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２６年度上下水道使用料の支出について（２月分）
1,478,001

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 （高校授業料・学校給食用）納入通知書・督促状用印影の印刷に係る経費の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について
72,345

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について
31,285

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（廃乾電池）運搬業務委託経費の支出について
2,444

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 高校授業料・学校給食費未納対策用　公金納付書（共用）の作成に係る経費の支出について
31,714

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用資料「小学校時報」の支出について
938,772

教育委員会事務局 学務担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（２月分）
430,466

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
5,091,305

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
1,217,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
32,475

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
1,590,233

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
7,298,455

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
53,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
268,577

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
6,990,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
28,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
356,189

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
12,650,491

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
505,837

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
241,675

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（１月分）の支出について
1,320,911

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（１月分）の支出について
26,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（１月分）の支出について
139,632

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
401,078
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与改定の支出について
5,385,199

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与の支出について
15,001,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年３月　給与の支出について
108,558,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年３月　給与の支出について
1,235,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
848,877

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与の支出について
14,981,106

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年３月　給与の支出について
3,221,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
14,518

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
4,642

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年３月　給与の支出について
98,297

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年３月　給与の支出について
2,542,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年３月　給与の支出について
771,525

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
4,117,504

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
7,198,694

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２７年３月　アルバイト賃金の支出について
294,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
469,604

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
169,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
14,343,751

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
149,898

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与改定の支出について
111,529,648

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与の支出について
326,061,551

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年３月　給与の支出について
30,708,209

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年３月　給与の支出について
12,724,131

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
17,570,695

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与の支出について
56,676,529

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年３月　給与の支出について
219,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
176,246

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
68,126

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年３月　給与の支出について
3,190,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年３月　給与の支出について
7,477,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年３月　給与の支出について
402,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
107,945,142

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与の支出について
89,348

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
2,226

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
36,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（３月分）の支出について
139,004

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
3,481,057

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年３月　アルバイト賃金の支出について
5,164,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
28,820,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与改定の支出について
22,977,454

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与の支出について
67,144,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年３月　給与の支出について
39,712,036

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年３月　給与の支出について
4,026,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与の支出について
15,517,769

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
3,602,109

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年３月　給与の支出について
212,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年３月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
153,188
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
39,658

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年３月　給与の支出について
708,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
1,543,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年３月　給与の支出について
2,775,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年３月　給与の支出について
519,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
22,474,106

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
776

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
29,756

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
191,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
6,408,434

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年３月　アルバイト賃金の支出について
2,077,732

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与の支出について
40,070,013

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与改定の支出について
13,688,654

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年３月　給与の支出について
449,738,319

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年３月　給与の支出について
12,718,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与の支出について
58,280,587

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
2,150,577

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年３月　給与の支出について
2,923,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
1,530,939

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
278,571

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年３月　給与の支出について
380,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２７年３月　給与の支出について
5,502,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２７年３月　給与の支出について
3,903,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
3,994,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年３月　給与の支出について
6,674,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年３月　給与の支出について
6,502,014

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
13,584,237

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
114,962

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
16,959,443

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年３月　アルバイト賃金の支出について
2,080,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与改定の支出について
5,959,317

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年３月　給与の支出について
16,898,079

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年３月　給与の支出について
19,423,912

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年３月　給与の支出について
963,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
936,429

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年３月　給与の支出について
4,939,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
20,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
68,145

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年３月　給与の支出について
123,146

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年３月　給与の支出について
41,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年３月　給与の支出について
932,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年３月　給与の支出について
270,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年３月　給与改定の支出について
5,712,649

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月　報酬の支出について
240,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年３月　アルバイト賃金の支出について
1,422,108

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
179,107
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用カードリーダ追加接続環境構築業務委託経費の支出について
216,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（２月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
21,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務用インターネットサーバ装置等再借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
1,856,606

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
4,751,946

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（２月分）
430,148

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（第２４回中間払い）（２月分）
55,409,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
486

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
19,494

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（一期調達）（２月分）
127,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等一式再借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
679,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務用インターネットサーバ装置等再借入の実施並びに同経費の支出について（２月分）
32,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式再借入経費の支出について（二期調達）（２月分）
22,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（２月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 システム研修用電子計算機要員研修に係る経費の支出について
269,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（２月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（２月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（２月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（２月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（２月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（２月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（２月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（２月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（２月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（２月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（２月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（２月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（２月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（２月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（２月分）
308,409
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ１）（２月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ２）（２月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ３）（２月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ５）（２月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ４）（２月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（２月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（２月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（２月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）経費の支出について（グループ６）（２月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（２月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
17,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（２月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
229,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（２月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用セキュリティ使用料の支出について（２月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用セキュリティ使用料の支出について（２月分）
566

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（２月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（２月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（２月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
1,174,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２６年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
38,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
1,291,401

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
19,390,503

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
5,276,084

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
1,312,285

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
32,475

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
2,726,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 システム研修用電子計算機要員研修（ＬＡＮ／ＷＡＮの要素技術）に係る経費の支出について
36,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
1,696,627

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
40,779,325

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
67,667,189

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
7,296,563

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
53,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
400,936

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
8,525,367

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
14,464,242

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
6,990,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
28,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
374,838

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
89,538,571

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
5,122,121

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
12,443,251

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
505,837
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
263,942

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
6,401,699

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（改定清算分）の支出について
2,164,671

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
1,315,344

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
26,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
187,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
45,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー不織布他の購入の支出について
26,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
41,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 子供用サンダル購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平成２７年度　おたより帳　他　の購入の支出について
61,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本えほんのいりぐち（４～３月）の購読料の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
58,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保健室冷暖房機取替え工事の支出について
339,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 職員室ガス湯沸器取付工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業外講師謝礼金の支出について
16,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
194,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケント紙ほか購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタイマーチャレンジの購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケーブル外購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
35,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本　外　の支出について
109,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 冊子「研究紀要」印刷の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 公開授業用指導案印刷製本の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 総合研究発表会資料印刷製本の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
10,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生　在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語体験学習にかかる講師謝礼金（２／９）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「和楽器体験」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 郷土史学習講師謝礼金の支出について
9,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生　在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室　講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の道具体験学習（１／２７）に係る講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の道具体験学習（１／２７）に係る講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研究討議会講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／１０）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 朝鮮のあそび他の教室にかかる謝礼金（２／１０）の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入りスリッパ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用インクカートリッジ　外　購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃　外購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
139,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札（桜型）外６点の購入の支出について
94,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タル木　他購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性着色剤外の購入の支出について
68,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,613,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　ほかの購入の支出について
77,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
69,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
49,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　他　購入の支出について
18,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸のこ盤　購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版　他　購入の支出について
37,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外２点の購入の支出について
16,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居ベストセレクション外購入の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
75,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカ―　外　購入の支出について
60,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
88,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　他　購入の支出について
7,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
1,578,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ひご　外　購入の支出について
165,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
99,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
531,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム　外７点購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキほか購入の支出について
125,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外４点購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外の購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　新一年生の手引き購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓外購入の支出について
115,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,420,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,735,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
170,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計　購入の支出について
7,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白リボン外　購入の支出について
57,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
8,769
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
7,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
596,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸パイプ椅子購入の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール棒温度計外購入の支出について
230,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
9,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
59,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除道具用ロッカー購入の支出について
152,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
119,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
7,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯安定器購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プチェ外購入の支出について
77,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙外購入の支出について
9,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ　外　購入の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国人教育用　カル（舞踊用）外の購入の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー外購入の支出について
34,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
80,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
74,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ボール紙　外　購入の支出について
64,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量油粘土外購入の支出について
78,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イベントはっぴの購入の支出について
95,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワッシャー　他購入の支出について
80,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針　他購入の支出について
24,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用椅子（仕様書）購入の支出について
1,099,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　他購入の支出について
21,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
70,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤購入の支出について
9,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ購入の支出について
42,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター（Ａ３）購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
46,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥外購入の支出について
61,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
91,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット保護カバー購入の支出について
5,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用てこ購入の支出について
74,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ外購入の支出について
120,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
156,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼物機ミニバット購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外購入の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動工具用バッテリー購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　研究紀要　印刷の支出について
139,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書（空白）の　印刷の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 パソコン教室雨漏り補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所給水管他補修の支出について
46,008
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室フロアコンセント取替工事の支出について
47,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
107,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室ガスヒーポン修理の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階１－１教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯安定器補修工事の支出について
42,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室照明補修工事の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 障がい者用トイレフラッシュバルブ補修の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上消火配管補修工事の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 出入口スロープ設置工事の支出について
199,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物機修理の支出について
307,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理請負の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
35,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　修理の支出について
91,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パウチラミネーター修理　外の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセ　外　修理の支出について
62,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機　修理の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校旗修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン　他　修理の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理　請負の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵取替修理の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 二槽流し修繕の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
3,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
1,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　収集運搬料金、リサイクル料金の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　収集運搬料金、リサイクル料金の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書委託の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
8,748
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
16,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
45,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞卵をとるのはだあれ？公演業務委託の支出について
118,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草作業業務委託の支出について
319,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所・雨水管通管洗浄業務委託の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー外購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
222,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動式ポータブルミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
637,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 肋木購入の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト　購入の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「キッズペディア科学館」外購入の支出について
384,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつ感動物語」他　購入の支出について
209,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 紙芝居ベストセレクション外購入の支出について
285,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新聞ってなに？」他購入の支出について
170,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
348,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　特別教育講習　受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／６実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／６実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニヘッド　他購入の支出について
64,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター外購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
10,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
895,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プク外購入の支出について
40,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス　ほか　購入の支出について
29,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水ローラー　外　購入の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他１点購入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソーチェン外　購入の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工金工兼用やすり　外　購入の支出について
250,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
122,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール譜面台外購入の支出について
95,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
361,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
291,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
334,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
9,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター外１点購入の支出について
118,314
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用無線ＬＡＮユニット購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットライト外購入の支出について
26,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラム練習用パッド　外の購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
1,108,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
27,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
261,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
27,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーパーシャツ外購入の支出について
23,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー（苗）　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「アマデウス」外購入の支出について
37,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー他４点購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンマドリル　外　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリカーボネート板　外購入の支出について
74,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外の購入にかかる支出について
56,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外　購入の支出について
36,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他　購入の支出について
69,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」購読料（４～３月分）の支出について
8,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用クレンザー外購入の支出について
64,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用リサイクルトナー外購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的ライター外購入の支出について
28,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗浄剤外購入の支出について
62,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板分銅外購入の支出について
30,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂　サイド幕　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ぬりばしほか購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス釘（フロアーネイル）ほか購入の支出について
113,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,179,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ＤＶＤ　購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議室用イス　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー他９点購入の支出について
21,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴムほかの購入にかかる支出について
108,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮台購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤外購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作曲家ポートレートほか購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,129,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッパー外購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 まさ土　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 数学教材ソフト　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブル仕上サンダ購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーマスクほか購入の支出について
52,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
3,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳制御ボックス修理の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸の張り替え（教室・廊下）にかかる支出について
118,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板（ＰＤＰ）修理一式の支出について
81,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ　他　修理の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットボード補修の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 シャッター付き倉庫　修理の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外修理の支出について
324,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車いす運搬の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 競技用車いす運搬業務の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 パソコン廃棄手数料の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
69,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 １・２グランド側溝会所及び屋上清掃業務委託の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
87,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユーフォニアム　外（仕様書）購入の支出について
1,226,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯鏡　外　購入の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト外購入の支出について
198,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソーチェン外　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンパクトカメラ　外　購入の支出について
390,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガラスショーケース購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式クリーナー他４点購入の支出について
39,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動式裁断機購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード　購入の支出について
59,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
637,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
389,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学習まんが日本の歴史」他購入の支出について
370,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天狗風新装版」外購入の支出について
301,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
49,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーの購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし取替え等特別教育　他の受講料　外の支出について
4,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
489,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
24,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
39,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
197,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 アップライトピアノの修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 入試合格通知送付にかかる郵送料（３／２）の支出について
13,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 校内放送設備点検の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スキー実習付添職員分リフト代（３月３日）の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
255,139
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習他受講料の支出について
22,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし取替え等特別教育　他の受講料　外の支出について
27,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット　他　購入の支出について
250,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
244,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 有孔ボード用フック購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
30,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１２月分）　　　　　　　　の支出について
92,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカセット購入の支出について
24,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ修理の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
255,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書イラストストリー妖怪ウォッチ他の購入の支出について
225,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クリスマスのおかいもの」外　購入の支出について
93,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー　ほか　購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体重計　購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機　購入の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キッチンスケール　外　購入の支出について
48,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 世界地理自然物産セット　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステンレスボール他　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫外購入の支出について
73,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気鉛筆削り器購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フットサル用ゴール（簡易式）外　購入の支出について
29,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校用オルガン専用椅子購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー　外　購入の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地方別立体地図　外　購入の支出について
51,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子黒板機能付きプロジェクター　他購入の支出について
52,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ用プリンター　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザーポインター購入の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
71,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
2,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アイロン外購入の支出について
27,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
17,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エアコンプレッサー他購入の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
13,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロールボール　外　購入の支出について
46,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室壁際漏水補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂袖パネル張替修理の支出について
648,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室親子扉補修工事の支出について
215,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館４０４号室廊下側壁改修工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ配線工事の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館行消火管他１か所漏水修理の支出について
423,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室排水管補修の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東通用門補修工事の支出について
381,564
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室漏水補修工事の支出について
934,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階理科室前廊下ガラス入替補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉取替工事の支出について
459,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 側溝補修工事の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 部室解錠及び鍵交換の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館２階廊下漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室及び理科準備室補修工事の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 冷温水ポンプ不良修理工事の支出について
225,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
156,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ置き場扉及び側面窓補修工事の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
201,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット張替工事の支出について
226,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館手洗場水栓金具取替補修の支出について
129,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ　外（集約物品）購入の支出について
765,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付きプロジェクター　他購入の支出について
188,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　ワンダーしぜんランド　外　購入の支出について
18,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ボックスホンスタンド　外　購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ぷちワンダー（４月分～３月分）購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「健」４月号～３月号購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（サンチャイルド４月～３月）購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
9,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本サンチャイルド（４～３月）外購読料の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 充電式クリーナーの購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液購入の支出について
10,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 空調機修理（職員室ＧＨＰ）の支出について
57,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関インターフォン交換補修工事費の支出について
157,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 電灯スイッチ・照明器具取替改修にかかる費用の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 エプソン　インクジェットプリンター修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科授業研究会講師謝礼の支出について
19,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用図書盛山流算数授業のつくり方外購入の支出について
24,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 すず　外　購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トライアングル　購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　茶道体験指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化（お茶、お花）体験にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会　講師謝礼の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼２／６の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語指導講師謝礼金２／２６・２７、３／３の支出について
191,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話学習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話学習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化（お茶、お花）体験にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年昔体験（もち焼き）講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算教育３年にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「１．２年けん玉名人」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化の体験学習（２／９）の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
490,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材　　購入の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン　外　購入の支出について
54,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「こどものとも」外（４～３月号）購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー外の購入の支出について
184,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
23,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤他購入の支出について
7,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育外受講料外の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
729,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち外購入の支出について
14,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外購入の支出について
38,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふとん専用クリーナ他購入の支出について
63,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ棒　外　購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外の購入の支出について
51,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
46,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「清水丘の風」印刷の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室無線ＬＡＮ工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 三槽シンク排水水漏れ修理工事の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理台他修理の支出について
198,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 国際交流用学習資料送付（３／３）に伴う送料の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（３月４日）の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会科体験学習にかかる参加児童交通費（３／４）の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ購入の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板（フロアスタンド付）購入の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
627,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こども哲学」他購入の支出について
334,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育外受講料外の支出について
16,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育講習受講料の支出について
15,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特定粉じん作業特別教育講習受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤特別教育講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業　特別教育受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 体力向上講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の演奏、実演、指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英検二次試験対策模擬面接練習講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
241,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
398,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
12,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外の購入の支出について
37,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
284,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用バット外の購入の支出について
62,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏外の購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
56,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ・色上質紙外の購入の支出について
50,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット　外　修理の支出について
84,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 体験学習に伴う賠償責任保険料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年人権総合学習（３／４）付添い教職員分入場料の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年人権総合学習（３／４）参加生徒分入場料の支出について
6,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
355,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員の安全教育講習料（丸のこ）の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
27,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
223,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
74,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚外の購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー外購入の支出について
86,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンタクトビブス他購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
12,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎漏水補修工事の支出について
99,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北門扉ヒンジ溶接修繕工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部会所及排水管詰り修理の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館外部消火止水栓補修工事の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレ手洗器配管工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
89,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊チャイルドリクエスト（４月～３月分）購読料の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ちいさなかがくのとも４月～３月号の購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙購入の支出について
21,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（おとぎばなし日本　４～３月）購入の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度　保育証書揮毫業務の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクター購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク外２件購入の支出について
70,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教室用図書「くちぶえ番長」他購入の支出について
67,911
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
21,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレフラッシュバルブ用ピストンバルブ部購入の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室（４月～３月分）外購入の支出について
11,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書整備ソフト　外　購入の支出について
147,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 車イス購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　教室用図書めっきらもっきらどおんどん外購入の支出について
63,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌実践障害児（４月～３月分）他　年間購読料の支出について
18,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平均台他　購入の支出について
198,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌教育技術（７・１２・３月）の購読料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯ブラシ　外　購入の支出について
67,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓紙外購入の支出について
59,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（４～３月分）外購入の支出について
17,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾外購入の支出について
56,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素　外　購入の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気のこぎり　外購入の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三線　購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　外購入の支出について
22,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトハードルバー購入の支出について
47,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤外購入の支出について
30,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌食育フォーラム他（４月～３月）購入の支出について
87,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いけばな用生花購入の支出について
16,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーセット他　購入の支出について
60,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用布製マスク外購入の支出について
75,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
52,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削等の業務に係る教育他　テキスト購入等の支出について
2,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室６月～３月号外購読料の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜ＣＤ「新しい卒業式」外　購入の支出について
35,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
35,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「図鑑ＮＥＯ鳥」ほか　購入の支出について
179,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 証書用印鑑　購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴外購入の支出について
53,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室購読料（４～３月分）の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無地段ボール箱　外購入の支出について
149,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「にじ・じいさん」他購入の支出について
43,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
2,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 革手袋　外購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　購入の支出について
17,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブルカバー　外購入の支出について
45,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（５月号～３月号）他購読料の支出について
63,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 指導案集印刷の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室蛍光灯器具取替他電気工事の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
22,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機の修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の業務委託の支出について
39,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫修理の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具取替修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　フードスライサー修理の支出について
32,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小太鼓修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外　楽器修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 引き違い戸　鍵修理の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修理の支出について
18,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理器具焼物機修繕の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
81,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂緞帳袖幕修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（３／５）の支出について
11,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 残土処分の支出について
123,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成による筆耕翻訳料の支出について
8,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
110,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校地周囲の土砂除去業務委託の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費（３／５）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 冬の美山自然体験に伴う借上げバス外代の支出について
152,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター　購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート購入の支出について
131,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ＰＨＰにこにこえほん第１１期他購入の支出について
319,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「狂言えほん」外　購入の支出について
279,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「妖精大図鑑」外購入の支出について
126,834
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大接近！妖怪図鑑」外購入の支出について
264,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 技能講習アーク溶接　他　受講料の支出について
30,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削等の業務に係る教育他　テキスト購入等の支出について
16,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外　購入の支出について
53,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース　購読料（４月分～３月分）の支出について
16,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 細工やすり　外の購入の支出について
96,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 表情ポスター外購入の支出について
24,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健（４月～３月分）購入の支出について
8,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動バスケットゴール用送信器　の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレクリーナー　外の購入の支出について
49,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用カートリッジ外の購入の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうじ茶　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ　購入の支出について
52,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さらし布　外　購入の支出について
12,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土　外　購入の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 演奏用楽譜　他購入の支出について
64,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ　他　購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月分）の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット他購入の支出について
189,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリート用接着剤、外購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外購入の支出について
37,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
20,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
41,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール（検定球）　他　の購入の支出について
85,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ、他購入の支出について
72,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ボックス　他　の購入の支出について
132,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ扉補修工事の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館４階美術室ガス栓（教室南西側）工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組のガラス入替え補修工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室水道給水管補修工事の支出について
116,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニコピー機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室Ⅰ　アコーディオンカーテン修理の支出について
222,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修繕の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送装置修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＶＨＳ＋ＤＶＤ一体型機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
9,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
30,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納ボックス　他　の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カウンター　外（仕様書）購入の支出について
2,408,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール（検定球）　他　の購入の支出について
42,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「王様ゲーム」他購入の支出について
329,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部外部指導者講師料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ課題研究」にかかるＴＡ謝礼金の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　外　購入の支出について
217,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー替刃購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 枕カバー（介護実習用）の購入経費の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用書籍「蒼空時雨」他　購入の支出について
1,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
13,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試選抜用カラーペン他事務用品購入の支出について
54,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ他　購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防球フェンスの購入の支出について
167,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアモップ他　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日本大地図購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラの購入の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入試選抜実技用バレーボール他消耗品購入の支出について
138,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造外の支出について
76,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコの購入経費の支出について
17,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット外購入の支出について
201,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用掛図の購入の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械室給水管漏水修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口建具取替修理の支出について
371,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター定着ユニット外交換の支出について
112,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
21,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる執筆翻訳料の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳業務委託の支出について
33,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
27,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大学見学会にかかるバス高速料（３／５）の支出について
39,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ外購入の支出について
100,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用書籍「蒼空時雨」他　購入の支出について
114,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用図書購入の支出について
38,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 台布巾　外　購入の支出について
48,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 グロースタータの購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
14,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部　トイレ漏水補修工事の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機　修理工事の支出について
80,244
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替　工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
10,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡチェアの購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用ハンガー台購入の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 耐熱トレー　購入の支出について
11,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　の購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室　換気扇取付工事の支出について
77,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火用逆止弁取替補修の支出について
127,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５年３組廊下窓ガラス入替の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学校外回り鉄製外柵塗装工事の支出について
599,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室床研磨塗装　外補修工事の支出について
777,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 原動機実習室給水管　他　漏水補修工事の支出について
453,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室外窓ガラス入替の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 サッシ漏水補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機の部品修理取替の支出について
952,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 調理室業務用給湯器取替設置工事の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室空調設備補修工事の支出について
93,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 駐輪場補修工事の支出について
406,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替（機械工場及びＭ２Ｂ教室）の支出について
127,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉フロアヒンジ　外取替工事の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋根漏水修理の支出について
223,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 基本料及びガス栓取替費用の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４年２組ガラス入替補修工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂用身障者用トイレ補修工事一式の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室空調機修理の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽ドレーン管腐蝕漏水補修工事の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １Ｆ男子トイレ洗面排水トラップ漏水補修工事の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂兼体育館棟受水槽室内給水設備補修工事の支出について
194,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室外コンセント増設補修工事の支出について
90,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　書類整理庫購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型給湯器　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン購入の支出について
133,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会用テントの購入経費の支出について
91,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼうの講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　サンチャイルド外（４～３月）の購読料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他　の購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん（４～３月号）購入の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会　講師謝礼の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上についての講演会にかかる講師謝礼金の支出について
15,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
38,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会指導助言講師謝礼の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会・分科会にかかる講師謝礼の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市小学校教育研究会社会部全体会講師謝礼の支出について
12,220
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 からくり人形用角材他の購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＷＹＳＨ教育教材事例集購入の支出について
4,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボールペン購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
39,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 折りたたみチェア購入の支出について
81,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 シューズカバー　購入の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２６年度学校行事部総合発表会資料印刷の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 「がんばる先生支援」グループ研究発表会要項印刷の支出について
203,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 児童会活動　研究紀要印刷製本の支出について
160,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 荷物運搬用トラック借り上げの支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「和楽器体験」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東日本大震災講話にかかる講師謝礼の支出について
13,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／１０昔あそび体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／３昔のくらし体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習（昔の暮らしと算盤）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
8,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 太鼓指導講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（２／１３）にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／３昔のくらし体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習　講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔の伝法・丸かぶり」講話についての講師謝礼金の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験（２／５）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／１０昔あそび体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究授業（２／１２）にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生国際理解教育の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 太鼓指導講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 多文化理解学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 太鼓指導講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール他購入の支出について
45,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランポリン用ゴムスプリング購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本棚作成用「木材」の購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印の購入の支出について
11,566
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用てこ外購入の支出について
56,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切外５点の購入の支出について
94,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール他３点購入の支出について
62,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊　実践障害児教育（７月～３月）　購入の支出について
6,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（４月～３月分）　外購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
180,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポスト他の購入の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器購入の支出について
37,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急かばん　外　購入の支出について
35,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高枝切鋏　外購入の支出について
147,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
90,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アゴゴベル購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーバーヘッドカメラ　購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン　外購入の支出について
51,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て・雑巾掛け購入の支出について
145,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
157,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンチップ　外の購入の支出について
112,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物新しい保健ニュース外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」購入の支出について
11,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶１２リットル他購入の支出について
103,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
30,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土　外購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレーヤー　外　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モリティ（髪飾り）他購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室外（４月～３月分）購入の支出について
70,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花（シクラメン）苗　購入の支出について
36,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
146,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー他購入の支出について
66,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック外購入の支出について
54,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
18,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット外購入の支出について
64,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油かす外購入の支出について
36,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン用インク　外購入の支出について
109,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞架外購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用ビニール袋外購入の支出について
25,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモインク　外３２点購入の支出について
281,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん　外購入の支出について
57,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３段ボックス他購入の支出について
18,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材用ＤＶＤ外購入の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外　購入の支出について
103,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用丸のこ安全教育受講料　テキスト代の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー購入の支出について
16,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育折り紙　外購入の支出について
98,870
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
106,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 桜型名札外購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤデッキ　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール他購入の支出について
23,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
41,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４月～３月分）外年間購読の支出について
23,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料・資料代の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
47,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却用保冷剤外購入の支出について
18,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホウキ　外購入の支出について
10,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モールセット購入の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン外購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート他の購入の支出について
24,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すべり止めシート　ほか購入の支出について
82,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
150,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ外購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（Ｈ２６．４～Ｈ２７．３）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
12,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂入口ガラス入替補修工事の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉補修工事の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修理工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年１組教室出入口扉ガラス補修工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎非常階段手摺外補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用椅子修繕の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室出入口鍵修理の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステプラー　修理の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ハンドル修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修繕の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 創立百周年式案内状送付に伴う郵便切手等購入の支出について
11,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習における参加児童交通費（３／６）の支出について
9,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫のリサイクル回収の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／６）の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律手数料の支出について
15,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫のリサイクル回収の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機　刃研ぎの支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委託の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
15,768
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
13,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
16,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
23,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
25,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
26,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮亳業務の支出について
16,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
41,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂天井蛍光灯取り換え業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ６年キャリア教育体験学習にかかる業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ　外購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール低鉄棒購入の支出について
299,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　外　購入の支出について
218,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン外購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 花台購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア情報館」購入の支出について
6,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ランランらくご」外購入の支出について
118,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ウォリアーズ」外購入の支出について
124,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童書「ポプラ学級文庫セット」他購入の支出について
112,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ほねほねザウルス」外購入の支出について
347,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『ひらがなあいうえお』外購入の支出について
378,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「水ってなんだろう」外購入の支出について
202,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かしこいモリ－」外　購入の支出について
57,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「実物大　人体図鑑」外購入の支出について
27,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育受講料・資料代の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ安全教育受講料　テキスト代の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 食育活動にかかる教職員研修講師謝礼金の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／６実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピアノ　外　購入の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー　外　購入の支出について
156,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　他購入の支出について
288,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割作成ソフト購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルコンロ　他　購入の支出について
124,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特定小電力トランシーバー　外購入の支出について
175,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーツ収納キャビネット外購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ外１点購入の支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト　購入の支出について
34,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる花の苗購入（３／６）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔシャツ　他　購入の支出について
84,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マット購入の支出について
119,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平かんな　外　の購入にかかる支出について
122,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健康教室」Ｈ２６．４～３月分購入の支出について
7,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（３０袋）購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健（４月～３月分）購入の支出について
8,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板購入の支出について
52,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
213,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　他　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる園芸用土の購入（３／６）の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
146,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白石灰外　購入の支出について
144,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 市旗外購入の支出について
72,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　　外　　購入　の支出について
114,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯器具購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 表紙カバー購入の支出について
31,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
29,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台外購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　購入の支出について
19,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　　フィルター修理の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階職員室横身障用便所修理の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室　間仕切りパネル　補修工事の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂用モニタースピーカー設置工事の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス（４か所）割れ替え工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調設備修理の支出について
20,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外修理の支出について
187,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器フルート２件修理の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用椅子修繕の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器取替修理の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板　修理の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大コピー機の修理にかかる支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル料及び回収料の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,272
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル料及び回収料の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
25,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務料の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
65,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーツ収納キャビネット外購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台外購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー　外　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブ書画カメラ　購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 白石灰外　購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器　購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「中国の歴史」外購入の支出について
331,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つきのふね」　外　購入の支出について
290,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こころのおそうじ。」外購入の支出について
197,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いじめられっ子ノラ、他」購入の支出について
357,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 造形芸術系列講師謝礼金（２月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞購読料（９月分～１月分）の支出について
25,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防水ペン型温度計他購入の支出について
32,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字用半切紙　外の購入の支出について
28,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「ビブリア古書堂の事件手帖　６」　他の購入の支出について
10,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外の購入経費の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　他の購入の支出について
88,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク他の購入の支出について
242,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用の砂購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液外の購入の支出について
26,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 吊り看板　購入の支出について
149,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡の購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「白の皇国物語１２」外購入の支出について
196,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「鹿の王（上）」他購入の支出について
46,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「人生が変わる読書術」他購入の支出について
88,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「ビブリア古書堂の事件手帖　６」　他の購入の支出について
118,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部進路　卒業生を囲む会　講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部進路　卒業生を囲む会　講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム他購入の支出について
299,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ベッド　外購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式　プログラム印刷の支出について
8,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去　業務委託の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動ベッド　外購入の支出について
314,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マガジンラック　購入の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子式図書館カレンダー購入の支出について
24,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　購入の支出について
75,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　他　購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板拭きクリーナー購入の支出について
32,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピアノカバー　外の購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ他購入の支出について
125,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かるた購入の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル腕時計　の購入の支出について
10,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 業務用ガステーブルコンロの購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パワードモニタースピーカー他の購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール外　購入の支出について
66,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 傘立て　ほか　購入の支出について
19,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テレビ１９型　購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室他１室ドレン排水補修工事他の支出について
29,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園出入り口ガラス入れ替え工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事（緊急）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館　ガス漏れ修繕工事の支出について
2,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
17,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習池解体撤去工事の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２運動場テニスコート改修工事の支出について
478,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アコーディオンカーテン補修工事の支出について
166,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽行給水管漏水補修工事の支出について
71,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階パイプスペース内排水管漏水修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ピアノカバー　外の購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フローリングワックス　外２件　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　キンダーブック１（４～３月）の年間購読の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本みみちゃん絵本（４月～３月分）他の購入の支出について
33,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊学研かんきょうかがく絵本４月～３月分購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも年少版４月～３月分購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ジョウロ他１点購入の支出について
8,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かんがえる（４月～３月）他　の　購入の支出について
46,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園長室タイルカーペット張替工事の支出について
98,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室ガラスの交換の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 新規コンセント設置工事の支出について
41,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
668,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育ゲストティーチャー講師謝礼金の支出について
41,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スポンジボール購入の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クヌギ　苗木　外　購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表用資料印刷の支出について
149,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
120,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
24,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究授業指導助言にかかる講師謝礼の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童の生活実態調査における研修会講師謝礼の支出について
13,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験お話会にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者安全衛生教育外テキストの支出について
2,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
163,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ他安全講習テキスト購入及び受講料の支出について
2,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレクター踏み台他購入の支出について
74,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
25,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 のぼり棒購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー　外購入の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
13,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引（Ｈ２７年度）」購入の支出について
2,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
65,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タル　外購入の支出について
53,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
149,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミックピーラー、他購入の支出について
49,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬の購入の支出について
28,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色折り紙ほかの購入の支出について
61,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーコピー用紙ほかの購入の支出について
98,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
117,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（Ｈ２６．４～Ｈ２７．３）購読の支出について
12,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」年間購読料（４月～３月）の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用受木外購入の支出について
89,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンポン玉　外　購入の支出について
55,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌健康教室（４～３月分・増刊号等を含む）購読の支出について
11,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室３～４月分他の購入の支出について
12,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室購読料（４～３月分）の支出について
12,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスターの購入の支出について
175,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
60,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌食育フォーラム（４～３月分）　外購入の支出について
18,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（４月～３月）他購入の支出について
21,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,394,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
254,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗浄機用点火棒　購入の支出について
2,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール外３点　購入の支出について
23,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門扉補修工事の支出について
21,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修繕の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室インターホン外修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ　修理の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 輪転機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 輪転機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 読売テレビ見学にかかる参加児童交通費（３／９）の支出について
2,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,765,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,153,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習にかかる参加児童交通費（３／９）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本英語検定検定料の支出について
120,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
33,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書筆耕業務委託の支出について
19,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝泥上げおよび会所清掃　業務委託契約の支出について
472,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
52,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（仕様書）購入の支出について
515,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
583,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外（仕様書）購入の支出について
849,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型ゴミ箱購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外（仕様書）購入の支出について
1,168,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート（仕様書）購入の支出について
641,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
85,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ふうせんどこにとんでいく？外　購入の支出について
347,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
92,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漢字遊びの王様」外購入の支出について
211,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育外テキストの支出について
18,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ他安全講習テキスト購入及び受講料の支出について
18,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年日本文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年日本文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年日本文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話に対する講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア講話　講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
117,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー錠　他　の購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月分）購読料の支出について
12,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外購入の支出について
52,434
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（スポーツ用石灰）購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室５～３月分」購読料の支出について
10,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
245,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床板外購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育　他　受講料の支出について
6,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コサージュキット　購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル　他　購入の支出について
43,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機替刃受木セット購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 灯光器用ランプ　購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校長戦略予算による校内緑化の花の苗代（３／６）の支出について
7,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用マーカー外購入の支出について
114,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープカートリッジ他購入の支出について
75,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーほか　購入の支出について
50,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
289,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月分）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ　外　購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水屋用すのこの購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（４月～３月分）購入の支出について
11,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ　外購入の支出について
55,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やかん購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「陸上競技４～３月号分」購読料の支出について
11,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
230,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
928,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 情報コンセント設置工事一式の支出について
635,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館分電盤ブレーカー取替え工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室漏電改修工事の支出について
27,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 室外機補修の支出について
33,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手の購入（３／６）の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,333,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う簡易書留郵送料（３／９）の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,232,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
31,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー購入の支出について
74,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
2,255,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どーしたどーした」外１６１点購入の支出について
269,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　全訳古語辞典外購入の支出について
316,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「虚ろな十字架」外購入の支出について
352,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育　他　受講料の支出について
55,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接講習受講料及びテキスト代の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
43,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
170,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
171,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
483,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業安全衛生教育の受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料及びテキスト代の支出について
19,572
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 中学部総合的な学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
74,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
90,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
228,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドレーキ購入の支出について
21,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスドラムマレット　購入の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子天秤　外の購入の支出について
88,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メモリーカード購入の支出について
36,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体操マット外購入の支出について
107,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ネームプレート購入の支出について
10,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室扉補修工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 国旗掲揚台設置及び既設ポール撤去工事の支出について
507,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽電極棒取換え工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室内ガスの元コック取替えおよび配管工事の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用電気設備不良箇所改修工事の支出について
109,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器補修工事の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高圧ケーブル引込補修工事の支出について
889,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本えほんのいりぐち（４月～３月）の購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 紙芝居外１件の購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用の土他の購入の支出について
53,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
19,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラー封筒　外　購入の支出について
21,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要　の印刷の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット型端末（仕様書）購入の支出について
1,404,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生「そろばん指導」講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「となりの国の学習」の講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室講師謝礼の支出について
10,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生「そろばん指導」講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
397,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製こま外購入の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
66,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」購読料（４～３月分）の支出について
8,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
94,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
1,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室購読（４月～３月）の支出について
8,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
102,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品購入の支出について
69,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物　食育ニュース（４～３月分）購読の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校内用インターホン　購入の支出について
312,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「月刊　健」（４月～３月分）購入の支出について
8,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアヘッド　他購入の支出について
12,852
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科研究用図書購入の支出について
21,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族学級用図書「さんねん峠」外の購入の支出について
9,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン外購入の支出について
17,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　ほか　の購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト他購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
45,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」４月～３月　　購入の支出について
8,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ジェルシート　外購入の支出について
28,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙外購入の支出について
51,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポールの苗　外購入の支出について
22,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切画用紙外購入の支出について
90,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」購読料（４月～３月分）の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他の購入の支出について
21,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ことわざかるた　ほか購入の支出について
56,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
76,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国舞踏用扇購入の支出について
99,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
162,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 針金外購入の支出について
30,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバ　外　購入の支出について
74,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」４月～３月分外購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリプトン電球購入の支出について
21,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
29,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「音楽会　歌と合奏①」外購入の支出について
11,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがな指導教材外購入の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室２０１４年７月号～２０１５年３月号購入の支出について
6,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外　購入の支出について
53,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外購入の支出について
38,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みそ作り体験にかかる大豆外購入の支出について
2,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　ほか購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのえさ外購入の支出について
33,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　購入の支出について
52,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ安全衛生教育受講料及びテキスト代の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし特別教育テキスト購入　外の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ｂ４外　購入の支出について
78,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（４月～３月）購入の支出について
12,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版木　外　購入の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトマグシート日本地図　外　購入の支出について
143,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
15,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
1,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洋風大便器配管漏水補修工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管破損漏水工事の支出について
55,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 高置受水槽マンホールパッキン取替　外の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室・職員室の網戸設置工事の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替補修の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明補修工事の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 第１理科室実験台化学水栓取替工事の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　ガラス入替補修の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所つまり修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 テレビ修理費用の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機点検補修の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスキーボードの修理の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫温度計修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
143,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビの家電リサイクル回収収集運搬料の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律外の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラインドおよび換気扇の清掃の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律３台の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビの家電リサイクル回収収集運搬料の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
11,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
25,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
4,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮亳業務委託の支出について
20,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務にかかる筆耕料の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
48,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫作業にかかる業務委託の支出について
27,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 タブレット端末設定業務委託の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
68,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理用台車　購入の支出について
26,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理ソフト他購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイ一体型電子黒板（仕様書）購入の支出について
648,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機の購入の支出について
47,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
629,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夢の名作レシピ」外購入の支出について
300,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちいちゃんのかげおくり」外購入の支出について
95,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「怪談図書館」他の購入の支出について
53,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いのちつぐみとりびと」外購入の支出について
216,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
363,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「もけらもけら」外購入の支出について
53,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「グリム童話」外購入の支出について
250,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書みんなのチャンス外３５件購入の支出について
263,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ安全衛生教育受講料及びテキスト代の支出について
9,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし特別教育テキスト購入　外の支出について
6,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年キャリア教育出前授業にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年日本文化体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木彫用木材ほか購入の支出について
23,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗　他購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーガーデン購入の支出について
29,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットカバー他の購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書スペース用図書「星めぐり」外購入にかかる支出について
11,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクシアン他購入の支出について
53,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトクロッキーブック購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　他　購入の支出について
98,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
160,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「明日への扉」外購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外　購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カレンダーポケット購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙千代紙　外　購入の支出について
27,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車いす　購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナーキット　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホン延長用リール外購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
73,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階２－２廊下側出入口ドアガラス破損入替の支出について
4,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 別館入口ガラス入替工事の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室硝子入替工事の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼り替え工事の支出について
423,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階　第二理科室　漏水補修工事の支出について
84,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援パソコン修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用調査書送付に伴う郵便切手の購入３／９の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 作品運搬の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料（グランド型３台）の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫の支出について
27,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
40,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に係る筆耕翻訳料の支出について
36,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
27,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ベルトサンダー（集じん口付き）　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
152,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書スペース用図書「星めぐり」外購入にかかる支出について
92,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タイヨオ」外購入の支出について
366,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「鳥たち」外購入の支出について
332,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 白金線　他の購入の支出について
188,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード他購入の支出について
120,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 中華鍋外購入の支出について
135,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の製造の支出について
102,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 観賞用複製教材の購入の支出について
49,912



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用・プリンター用トナー購入の支出について
99,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科被服実習用ミシン購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック他購入の支出について
264,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康カード他印刷の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル他事務用消耗品購入の支出について
49,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイレコーダー購入の支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外の購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トレー外購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校誌「鶴翔」印刷の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 健康カード他印刷の支出について
78,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ敷設・無線アクセスＰ設置工事の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送設備補修の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂時計修理の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
42,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
31,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 汚水槽・雑排水槽　外の清掃業務委託の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型グランドならしの購入経費の支出について
66,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夢をかなえるゾウ３」他購入の支出について
86,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あかいおおかみ」外購入の支出について
208,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋他の購入の支出について
132,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」外の購入の支出について
12,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札の購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ他購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 食器消毒保管庫（仕様書）購入の支出について
961,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外３点購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
165,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴミ箱外の購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ懐中電灯購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
20,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土落としマット外購入の支出について
101,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 角かごの購入の支出について
5,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器購入の支出について
6,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エコレインマット　外購入の支出について
22,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階男子トイレ詰り補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各教室ガラス入れ替え工事の支出について
15,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド支柱金具撤去工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雨樋保護カバー取付工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽等改造工事の支出について
239,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン補修工事の支出について
72,910
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階男子トイレ小便器修繕工事の支出について
63,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 オートロック扉補修工事の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関入口天井照明取替工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用給水制水弁不良取替修理工事の支出について
120,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドア―補修工事の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スピーカー点検補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関鉄扉補修工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　体育館照明器具取替の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎北側外周柵及び門扉等塗装工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井照明補修工事の支出について
104,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室コンセント取替工事の支出について
15,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 第１体育館周り防犯灯取付工事の支出について
447,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
314,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
78,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
21,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　健４月～３月号購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「プチワンダー」４月～３月分他の購入の支出について
14,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 不織布　他の購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　こどものとも他（４～３月分）の購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木琴スタンド購入の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしチャイルド（４～３月分）他の購読料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス２０リットル２本購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関天井照明器具取替工事（２箇所）の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プールサイドへのコンセント設置工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書揮毫の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
17,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外　購入の支出について
42,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ外購入の支出について
45,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表資料印刷の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 理科部研究紀要　印刷製本の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 ＤＶＤ作成の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２月分実習講師謝礼の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話学習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話学習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導講師謝礼の支出について
9,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
17,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スツール購入の支出について
33,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末クレンザー他購入の支出について
5,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布衛生ふきん外購入の支出について
27,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板ほか購入の支出について
94,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,465,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
110,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪外購入の支出について
38,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操棒　外の購入の支出について
21,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
39,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,195,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊雑誌「健康教室」４～３月分購読料の支出について
12,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス他購入の支出について
60,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓚酸タライ　外　購入の支出について
62,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新一年生の手引（平成２７年度入学用）購入の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他購入の支出について
222,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム　購入の支出について
109,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チョーク　外　購入の支出について
194,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙・インク購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（５月～３月）の支出について
11,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　他購入の支出について
55,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４～３月分）の支出について
8,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイナミックマイクほか購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸液（逆性石鹸同等性能品）購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 替えスポンジ　外　購入の支出について
37,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル腕時計外購入の支出について
62,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セットン包装紙外の購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健調査票製造の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
98,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閉校記念式典会場用盛花購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 米飯缶他購入の支出について
115,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,318,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（８～３月分）外購入の支出について
8,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
45,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陳列ディスプレイの購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン外購入の支出について
59,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４月～３月号）購読料の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用図書「雨、あめ」　外　購入の支出について
3,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床材ワックス　購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途塗料外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子足キャップ購入の支出について
1,296



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光形メタルハライドランプ購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板外購入の支出について
209,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ボール紙外６点　購入の支出について
91,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外の購入の支出について
81,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土ほかの購入の支出について
63,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他　購入の支出について
103,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや紙　外　購入の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＩＤメタルハライドランプ外　購入の支出について
34,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「食育フォーラム」５月～３月分購入の支出について
9,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　他　購入の支出について
80,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
65,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホンミキサー　外購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチほか購入の支出について
51,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かるた外購入の支出について
63,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンターカートリッジ購入の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用薬品の購入の支出について
53,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たらい　外購入の支出について
30,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
94,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
87,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド外購入の支出について
133,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札作成　請負の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッシ戸車の購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室（７月号～３月号）外　購入の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外購入の支出について
20,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度研究紀要印刷及び製本の支出について
52,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
49,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替え補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ディスプレイハンガー補修工事業務委託の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 木製扉補修工事の支出について
134,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１階女子便所身障者用詰まり補修　外の支出について
133,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館南階段踊場窓・プール更衣室窓硝子補修の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室窓ガラス１枚取替修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 的の取付工事の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室ガラス修理の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブロック塀補修工事の支出について
68,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室窓ガラス取替の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室排水管修理工事の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プラズマディスプレイ　修理の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール及び移動式防球ネットの修理の支出について
250,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室厨房内遠赤ヒーター修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター外の修理の支出について
51,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン液晶部分修理の支出について
84,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
30,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台調光装置修理の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルビデオカメラ　修理の支出について
11,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料他の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機運搬にかかる経費の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料他の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
6,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書委託の支出について
8,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務料の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
14,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕翻訳料の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
22,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
24,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書手数料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
9,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ整備業務委託にかかる経費の支出について
119,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
76,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
71,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木移植業務委託の支出について
144,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託料の支出について
82,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業式練習に伴う会場使用料（３／１１）の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置の購入の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザービームプリンター購入の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マイクロホンミキサー　外購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 職員室用印刷機購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シャッター式物置購入の支出について
297,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤ／ＳＤエンコーダー内蔵ＯＦＤＭ変調器　購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「例解新国語辞典」購入の支出について
171,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なんでも魔女商会」外購入の支出について
347,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「科学のアルバム」　外購入の支出について
293,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　絵本館２０１４年新刊セット他購入の支出について
109,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削用といし特別教育講習代外の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ３月分生活指導訓練費の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「ベーシック英・数の講習会」事業の講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 課内実践（国際理解教育）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面太鼓外の購入の支出について
107,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタックテーブル外購入の支出について
196,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅう糸外購入の支出について
51,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸きりばさみ　外　購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピートナー　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴ　外　購入の支出について
138,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外の購入の支出について
30,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科用図書「日本国勢図会」外購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用マスター購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
327,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入の支出について
16,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚異常検査表Ⅱコンサイス版の購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プールサイド用耐水マット　購入の支出について
123,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,008,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットネット　外購入の支出について
114,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燃焼さじ他　購入の支出について
22,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエス他購入の支出について
56,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
981,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
57,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　外　購入の支出について
92,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用生徒手帳　製造の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸　他　購入の支出について
94,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ外購入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン替刃他購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用サイド幕・後幕　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー　外　購入の支出について
74,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラム　他購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
219,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学道徳副読本「心つないで」１年外購入の支出について
214,358



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール整理カゴ他購入の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
29,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月分）購入の支出について
7,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
958,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーズ絵実習材料　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室水銀灯安定器取替工事の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 生徒制作品取付作業工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉ヒンジ補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北門補修工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇取替外補修の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階男子トイレ補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館鉄扉窓硝子入替工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰコントロール基板交換工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ外修理の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（トロンボーン）修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の軽整備修理の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
54,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホワイトボード修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室オーディオ修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋上出入口扉錠修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（３月１０日）の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（３／１０）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 長机外運搬の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務委託の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
33,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
14,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への児童生徒名等の揮毫業務の支出について
33,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
40,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
24,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮網毫業務の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書に係る揮毫料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
72,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体育館用サイド幕・後幕　購入の支出について
188,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 映像遅延装置　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムタイマー付親時計　購入の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機の購入の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器（集約物品）購入の支出について
201,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
377,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「凍りのくじら」外購入の支出について
283,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「卒業」外購入の支出について
353,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書日本語を味わう名詩入門外購入の支出について
216,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ３月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 額購入の支出について
41,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の印刷の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
80,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の印刷の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙他教授用品の購入経費の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミックファイバー断熱材の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室窓上部用カーテン購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール紙他の購入の支出について
106,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーポット外の購入の支出について
90,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
269,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
149,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「糸に染まる季節」外書籍の購入の支出について
7,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ドラムセット他購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品の購入の支出について
82,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用チェアー外購入の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　他　購入の支出について
52,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子創建外の印刷の支出について
191,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 校誌「青雲」印刷の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館誌の印刷の支出について
41,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂厨房ガス漏れに伴うガス栓取替修理の支出について
8,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館舞台スイッチボックス鍵修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
33,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ドラムセット他購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　他　購入の支出について
21,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「村野藤吾著作集」他の購入の支出について
189,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「糸に染まる季節」外書籍の購入の支出について
25,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 教員研修サポート講座数学講習受講料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
176,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 入学検査用　検査用紙　購入の支出について
141,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
52,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤他購入の支出について
365,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 えのぐ　外　購入の支出について
92,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
146,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピアノ　外購入の支出について
48,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　照明器具　取替補修の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部１階女子トイレ止水不良修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学式案内状送付のための郵便料金（３／１０）の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書代の支出について
4,104
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書の支出について
24,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ　外購入の支出について
157,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教室改修ガス設備工事の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 数直線シート購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衝立購入の支出について
14,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外購入の支出について
123,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニマラカス外購入の支出について
54,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 イス　購入の支出について
157,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エイサー太鼓　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計外　購入の支出について
7,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボイラー機械室煙突内部断熱材囲い込み補修工事の支出について
961,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北側フェンス出入口門扉補修工事の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード取付その他工事の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館校舎テント張替工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火戸補修工事及び順位調整器設置工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室洗面台漏水補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管工事の支出について
261,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　空調機の修理の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
14,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉取替工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁スピーカー取替修繕及び配線修繕工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送用スピーカー取替工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階３－２廊下側ガラス１枚修理工事　他の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン修理の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用電気設備点検時不良箇所改修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前渡廊下　屋根支柱塗装工事の支出について
233,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
20,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 塔屋排水ドレン、アンテナ線ポール固定修繕工事の支出について
86,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室裏ガス漏れ補修工事の支出について
28,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ天井内パイプ破損水漏れ補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（集約物品）購入の支出について
323,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
216,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこ指導用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこにかかる講師謝礼金（２／１６）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色布ガムテープ外３件購入の支出について
49,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　ビッグサイエンス（４～３月）の年間購読の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ちいさなかがくのとも６月号～３月号購入の支出について
4,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
5,981
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊サンチャイルド　外　４～３月号　購入の支出について
13,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サインペン他の購入の支出について
20,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク受信不良修理にかかる費用の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会　講師謝礼の支出について
20,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 美術科教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 視聴覚機器を活用した体育指導の講師謝礼金の支出について
22,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 指導法研修会にかかる講師謝礼金の支出について
26,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
13,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小教研　国語部研究大会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー外購入の支出について
84,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カラー封筒角２号　外　購入の支出について
45,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「いじめ根絶横浜メソッド」ほか　購入の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
38,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表用要項の印刷製本の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 テレビ　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
23,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科俳句学習指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室の講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数特別授業講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「韓国朝鮮の文化と遊び」講演にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年・４年そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生　在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習　ホタル観察学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 中国の遊び教室にかかる講師謝礼金（２／１３）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 視覚障がい者との交流（２／２０）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化事業　英語学習講師謝礼金の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 社会科平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族音楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬の話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちのふれあい体験学習にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化事業　英語学習講師謝礼金の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちのふれあい体験学習にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 中国の遊び教室にかかる講師謝礼金（２／１３）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 太鼓指導講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生人権教育の講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（市販品）購入の支出について
7,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラケース　外　購入の支出について
78,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外購入の支出について
68,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル電子温度計　ほかの購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（既製品）購入の支出について
43,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　外購入の支出について
23,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジワイパー　外　購入にかかるの支出について
47,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能トング外購入の支出について
19,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 額縁（集約物品）購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外８件購入の支出について
61,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 男子トイレ小便器用尿石防止剤購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン部品　購入の支出について
127,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて　購入（３／１１）の支出について
880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
104,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り他購入の支出について
352,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
21,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
99,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入（３／１１）の支出について
17,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
387,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機外購入の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 害虫駆除剤　購入の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールゴールリングネット１０枚購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外の購入の支出について
56,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用封筒　ほか購入の支出について
65,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ他購入の支出について
180,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片手鍋外購入の支出について
243,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他購入の支出について
109,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
204,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画仙紙はがき外購入の支出について
21,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
53,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３段ワゴン購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用絵本「Ｎｏ　Ｄａｖｉｄ」他購入の支出について
136,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　外　購入の支出について
47,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
323,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り用水性塗料外購入の支出について
110,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣ用インクカートリッジ　外購入の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
102,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
11,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター外購入の支出について
64,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用　巻尺　外　購入の支出について
55,836



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 標準学力調査用紙　外　購入の支出について
309,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「実践障害児教育（４～３月分）」外購読料の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーターＡ３対応４本ロール購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチペーパーホルダー購入の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジカセ　外　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「学校給食」外　購読料の支出について
17,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気カーペット購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
657,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由箒購入の支出について
51,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教壇購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
145,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート外購入の支出について
51,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗・園芸用土他購入の支出について
95,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 総合学力調査　テスト用紙購入の支出について
98,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地図記号カード　外　購入の支出について
29,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外購入の支出について
10,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（製造）購入の支出について
5,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かるた　購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪外購入の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外購入の支出について
4,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ外購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
283,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書類ケース　外購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽粘土　外　購入の支出について
24,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙購入の支出について
16,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　４切　外購入の支出について
67,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ板外　購入の支出について
52,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
176,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビタワースタンド　他　購入の支出について
169,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　ガラス割れ替え　工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターロッキング設置工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室引き戸下レール交換の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓枠部品取替工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎２－１教室照明取替補修の支出について
20,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂内壁面コンセント補修工事の支出について
17,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ人感スイッチ補修工事の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館誘導灯補修工事の支出について
32,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜ガス漏れ補修工事の支出について
46,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理・グランドピアノ他調律の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室移動シンク排水管修理の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの補修の支出について
41,688
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
44,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサーの修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室の３槽シンク立型自在の漏水修理の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の補修の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修繕の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ調律他の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修繕の支出について
28,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検整備補修の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器洗浄機修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シャッター鍵補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンプ修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
66,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂幕修繕の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律他の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 トイレ尿石除去業務委託　外の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定　検定料の支出について
187,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ　調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 １月１６日実施日本漢字能力検定料追加分の支出について
300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律経費の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 楽器修理・グランドピアノ他調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノほかの調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕（浄書）の支出について
25,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の児童名の筆耕の支出について
10,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫　業務委託の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
18,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
25,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成翻訳筆耕料の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
9,266
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託　外の支出について
283,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断業務委託の支出について
53,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 総合学力調査　採点委託業務委託の支出について
98,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 階段踊り場掃除業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
90,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 吹奏楽演奏　委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓ガラス清掃業務委託の支出について
62,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビブラフォン　購入の支出について
175,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書類ケース　外購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
288,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター購入の支出について
57,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「子どもに伝えたい伝承遊び」外購入の支出について
125,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ホビット決戦のゆくえ」外購入の支出について
251,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「骨と筋肉大図鑑」外購入の支出について
201,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「盆栽えほん」外購入の支出について
96,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あーとぶっく全１６巻」外購入の支出について
330,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にこにこ絵本」　他購入の支出について
347,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年　福祉体験学習　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話「達人へ聴こう」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話「達人へ聴こう」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話「達人へ聴こう」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年　福祉体験学習　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話「達人へ聴こう」にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印箱　外購入の支出について
181,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアンプ外購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器用格納箱　外　購入の支出について
31,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター外購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外　購入の支出について
89,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同制作用額付きパネル　購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみコンテナ外　購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室　外（７月～３月分）　購入の支出について
23,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 廃トナーボックス　外　購入の支出について
312,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアスティック　外　購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半自動溶接機外購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリボタン電池　外　購入　の支出について
21,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外　購入の支出について
23,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
92,890



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土　外　購入の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 式典用花台ほか購入の支出について
226,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
159,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕購入の支出について
120,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
163,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂サイド幕外購入の支出について
399,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙　外　購入の支出について
87,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケット部校名外入ユニフォームの購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
78,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃外購入の支出について
161,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニット畳外購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうろ外購入の支出について
137,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校理科ＤＶＤの購入の支出について
154,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャー外購入の支出について
169,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電動バスケットゴールスイッチ補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠制御盤補修の支出について
138,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内放送用スイッチ取付補修の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入替補修の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（オーバーホール）の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス給湯器　修理の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送料（３月１１日）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
24,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 山田琴外レンタル料の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤー外購入の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トロンボーン　外　購入の支出について
338,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏木琴購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユニット畳外購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 半自動溶接機外購入の支出について
73,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
331,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外　購入の支出について
122,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
82,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
397,000



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯洗剤　外　購入の支出について
101,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアシート巻取り機　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 花瓶購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「永遠の０」外　購入の支出について
359,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちはやふる（１）」外　購入の支出について
369,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「へいわってすてきだね」外購入の支出について
358,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「空へ」外の購入の支出について
341,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「遺伝子図鑑」他購入の支出について
111,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
34,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
3,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクスタンド購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エコデンカー制作用部品（測定用）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 耐火金庫移設の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 校内放送設備点検の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
22,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水泳トレーニング器具購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　外購入の支出について
357,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
240,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
5,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　他　購入の支出について
52,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
17,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 実践障害児教育（Ｈ２６・４～Ｈ２７・３）購読の支出について
8,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　他　購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
41,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク　他　購入の支出について
235,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車（運搬車）　外　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 薬品整理箱外購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給湯器　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
198,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティーバッティング用ネット　外　購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワゴン購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直流電流計（保護装置付）外の購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
158,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット他の購入の支出について
41,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
193,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　購入の支出について
4,752
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎横図書室等給水管漏水補修の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替　工事の支出について
77,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置ポンプ外補修の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室消火栓ポンプグランドパッキン修理の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉外補修工事の支出について
91,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓用面格子設置工事の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シンク漏水工事の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的トイレ照明器具取替工事外の支出について
53,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下出入口扉補修の支出について
621,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎３Ｆ天井内排水管漏水修理の支出について
67,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール濾過装置ポンプ修理の支出について
429,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコン室外機配管補修工事の支出について
50,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティーバッティング用ネット　外　購入の支出について
62,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 直流電流計（保護装置付）外の購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品整理箱外購入の支出について
214,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（異文化交流）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしファンファン４～３月外１件購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊がくしゅうあおぞら４～３月号他購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ふしぎなたねライブラリー４月～３月分購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどもとしぜん４～３月分購入の支出について
30,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどものとも４～３月分外の購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印購入の支出について
7,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土の購入の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セロハンテープ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　チャイルド他（４～３月分）の購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,265,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度保育証書揮毫業務委託の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 硬質塩化ビニル製スノコの購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校行事部総合研究発表会　講師謝礼の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボックスホン　購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
18,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習　４・５・６年生　講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（２月１９日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読みきかせ講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（２月１９日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 七輪（木炭コンロ）活動体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
78,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
13,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　小学道徳１年「生きる力」　外購入の支出について
13,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
87,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字指導板外購入の支出について
128,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス購入の支出について
90,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜のふた購入の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　購入の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット購入の支出について
51,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
172,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外購入の支出について
46,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
96,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
285,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色おりがみ　外　購入の支出について
119,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外の購入の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ルーズリーフ中（２穴）ほかの購入の支出について
1,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットグル―ボンド外購入の支出について
67,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テントウエイトバッグ購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＤ外購入の支出について
77,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓国語の絵本口演童話　外購入の支出について
27,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
76,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生保護マットほか購入の支出について
77,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノカバー購入の支出について
10,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍋つかみ他購入の支出について
22,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊食育フォーラム（５～３月分）他購入の支出について
24,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックスタンド外購入の支出について
242,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気カーペット　外購入の支出について
154,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機外購入の支出について
271,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブル多機能ワイヤレスアンプセット他の購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ練習台　外　購入の支出について
150,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑のカーテンにかかる花壇用土の購入の支出について
6,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット付スクリーンの購入の支出について
30,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外購入の支出について
327,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファクシミリ購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材学習ニュース（４～３月）購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
131,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「かわいいむしのえほん」外購入の支出について
7,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学国語辞典改訂版の購入の支出について
91,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外８点購入の支出について
77,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外　購入の支出について
272,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル身長体重計　外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量発表ボード　外購入の支出について
282,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーク購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌たくさんのふしぎ購読料（４月～３月）外の支出について
13,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
62,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ用スポンジ外購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液外の購入の支出について
40,932
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳カゴ外購入の支出について
39,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
140,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサーの購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三層不織布マスク外購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジブラック外購入の支出について
189,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量油粘土外購入の支出について
85,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画筆他の購入の支出について
90,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「月刊誌小一教育技術」（４月～３月分）外の購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 民族学級卒業証書印刷の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
88,748,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自転車置場屋根張替工事の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
22,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室の窓ガラス入替補修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂照明器具補修工事の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼替工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ出入口ドア補修工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下外部排水管工事の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年１組教室出入口扉ガラス入替工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン外修理の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸機械修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンプ修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修繕の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
108,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校給食室　回転釜修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理　の支出について
5,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
8,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料外の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（３／１３）の支出について
32,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料外の支出について
15,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 講堂グランドピアノ調律の支出について
11,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外の調律にかかる手数料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕業務委託の支出について
13,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
19,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
19,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
13,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木等管理業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃委託の支出について
55,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
112,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
38,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 タブレット型端末　設定・登録業務委託料の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 床面ワックス仕上清掃作業業務委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 花壇内土入れ・攪拌作業業務委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行に伴う付添職員入場料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年卒業遠足付添教職員ＵＳＪ入場料の支出について
37,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター購入の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブル多機能ワイヤレスアンプセット他の購入の支出について
186,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ充電保管庫　購入の支出について
247,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板購入の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計　外購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学級用図書「かわいいむしのえほん」外購入の支出について
245,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウォーリーの絵本」外購入の支出について
257,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
13,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひまわりのおか」外購入の支出について
268,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くろねこルーシー」外購入の支出について
158,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「ぞうのババール」外図書室用図書の購入の支出について
153,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大カワーニャの冒険」外購入の支出について
102,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ノーベル賞の大研究」他購入の支出について
314,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用椅子購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット　他　購入の支出について
302,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングネット　他　購入の支出について
174,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクジャック他６点購入の支出について
72,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　外　の購入にかかる支出について
65,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外購入の支出について
61,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松葉杖　外　購入の支出について
158,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球試合球他２点購入の支出について
38,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マジック外　購入の支出について
280,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外　購入の支出について
68,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）　他の購入の支出について
62,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室購読料（４月分～３月分）他　購入の支出について
19,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泥除け用マット購入の支出について
37,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用水性ワックス外購入の支出について
18,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外購入の支出について
153,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
53,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着シート　外の購入の支出について
56,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長３窓空きクラフト封筒　外　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外の購入の支出について
136,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食堂ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天板　外　購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校経営の危機管理（追録）購入の支出について
3,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車外購入の支出について
67,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ポット　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指先消毒液外購入の支出について
21,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ外購入の支出について
71,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌ソフトボールマガジン他（７～３月分）購入の支出について
19,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
30,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（７月～３月分）購入の支出について
6,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル　外　購入の支出について
18,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材初級編外購入の支出について
54,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀外購入の支出について
119,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳スタンドバー受けほか購入の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙　購入の支出について
27,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレススピーカー　購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
37,880,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 流し台排管の通管補修工事の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下ガラス入れ替え工事の支出について
6,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湿温蔵庫点検調整（修理）の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
205,200



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＮＥＣプリンタ修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ　修理の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ　修理の支出について
9,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理（グランド型）の支出について
4,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合作品展にかかる物品の搬送代の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
23,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫　業務委託の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 部活アンケート　業務委託の支出について
108,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 マラソン大会にかかる施設使用料（３月１３日）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル　外購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ外購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動紙折り機の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポイントマーカー　外　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「マージナルマン」他購入の支出について
246,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「教団Ｘ」　外の購入の支出について
314,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新訳ハムレット」外　購入の支出について
210,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,066,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,803,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 １階教室改修工事の支出について
841,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボールバッグの購入の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 得点板購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台　購入の支出について
317,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ不良取替修理の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館トイレ窓ガラス入れ替え修繕の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子入替修理工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊り下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館高天井照明補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子トイレ和便器詰り補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機室外機入替工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水用直結加圧ポンプ補修工事の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火栓バルブ等漏水補修工事の支出について
97,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 低圧漏電補修工事の支出について
29,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校漏水修理の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 レンガ舗装改修工事の支出について
198,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎１階ピロティ―ホールの天井補修工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
58,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 オート丁番・電気錠取替工事の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４年２組　ガラス入替補修工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年２組照明器具取替修繕の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階特別支援教室防護ネット設置工事の支出について
55,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上外壁補修工事ほかの支出について
290,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチ式テント購入の支出について
99,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外購入の支出について
23,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「こんにちは」の購入の支出について
1,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他の購入の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊キンダーメルヘン４月～３月分購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも年少版６月号～３月号購入の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどものとも年中向（４～３月分）外購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 砂場遊具倉庫（グランド内）シャッター工事の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語科グループ研究にかかる講師への謝礼の支出について
131,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生」授業研究研修会に係る講師謝礼の支出について
39,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（白）Ｂ４、幼児用ポスターカラー購入の支出について
22,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼代の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動講師謝礼金の支出について
27,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年小学校珠算授業講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語（英語）活動にかかる講師謝礼の支出について
92,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お琴、尺八鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業（１２／５）にかかる講師謝礼金の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お琴、尺八鑑賞会にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化講習会にかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮聞き取り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「韓国朝鮮の歴史と遊び」講演にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型購入の支出について
37,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物品整理棚他の購入の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
156,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「のりものおはなしえほん」他の購入の支出について
342,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴外購入の支出について
63,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用帽子他の購入の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
54,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水で固まる土他購入の支出について
114,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物きみのからだのおもしろ新聞購読料の支出について
4,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　他　購入の支出について
89,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
83,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 星座早見盤外購入の支出について
66,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンはさみ外購入の支出について
45,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材購入の支出について
51,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓他の購入の支出について
78,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外の購入の支出について
212,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　他購入の支出について
9,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール他購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナープレート外購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接テキスト購入　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか購入の支出について
57,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙ラック　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「いのちの授業９００日」外　の購入の支出について
33,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き物風粘土外購入の支出について
37,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊健（４月～３月分）購読料の支出について
8,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
50,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　雑誌子どもが身を乗り出して聞く道徳の話他購入の支出について
50,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬他購入の支出について
35,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
46,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランクー購入の支出について
18,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用板他　購入の支出について
262,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用置台購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
46,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニューテラコッタ粘土購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装　パヂチョゴリ　外　購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物心とからだの健康４月～３月分購入　の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用ロール紙　外購入の支出について
317,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族小物　チョ（つけ毛）外　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
95,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「宮沢賢治絵童話集」外購入の支出について
220,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用フロアーホウキ外購入の支出について
62,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判おりがみ　外購入の支出について
52,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラムの購入の支出について
37,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携他７点購入の支出について
82,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机の購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「心とからだの健康」（４月～３月分）購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
184,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式ホワイトボード購入の支出について
37,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」（４月～３月分）購入の支出について
11,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首他の購入の支出について
21,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校国際理解シリーズＤＶＤ購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチング材の購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカー外購入の支出について
43,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 創傷閉鎖用滅菌テープ外購入の支出について
15,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールセット　外　購入の支出について
54,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯（２０形）外購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＥＭだんご材料　購入（３／１３）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外の購入の支出について
117,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー　外購入の支出について
97,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「定期刊行物教育技術（４月～３月）」外購入の支出について
79,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室ガスヒーポン室外機修理の支出について
7,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール非常階段格子補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室前廊下塗装工事の支出について
121,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割り替え補修の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉鍵取替改修工事の支出について
198,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂コンセント補修工事の支出について
4,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園前手洗い場給水管漏水修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター　修理の支出について
102,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室給湯器修理の支出について
95,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小だいこ修理の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送マイク修繕の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室指導用オルガン外修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器の修理の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器各種　修理の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室湯沸器修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤ヒーター修理の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学交通費（３／１６）の支出について
1,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮亳業務委託の支出について
11,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
12,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
5,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮亳業務の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
8,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書記名等にかかる筆耕料の支出について
15,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
21,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮豪業務委託の支出について
13,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
15,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定作業の支出について
395,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去　業務委託の支出について
109,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
68,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
45,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃　業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館ワックス掛け業務委託の支出について
306,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
30,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 中鉄棒（埋込式）他購入の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 更衣ロッカー　外購入の支出について
81,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 椅子購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 閲覧テーブル購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ－購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 組立式テント購入の支出について
141,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たんぽぽ」ほか購入の支出について
74,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タイムマシンクラブ」外購入の支出について
81,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＴｈｅＨａｐｐｙＤａｙ」外購入の支出について
88,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ベイマックス」外購入の支出について
239,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵本災害を考える」他４４点購入の支出について
268,854
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あなたへ」他の購入の支出について
124,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれたち、ともだち！」外　購入の支出について
374,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接テキスト購入　外の支出について
21,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会講師謝礼金の支出について
49,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会講師謝礼金の支出について
28,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチほか購入の支出について
82,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用製版原紙購入の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
55,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルカラー外購入の支出について
40,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度１年生用氏名ゴム印　購入の支出について
15,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－Ｒ外購入の支出について
22,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
11,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ルーペ外購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ゆっくり大人になろうよ」外購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダー型ファイルほか購入の支出について
33,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ランプ購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
80,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具　外　購入の支出について
39,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 管楽器ケース　外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　他　の購入の支出について
23,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベストほか購入の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　購入の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育クイズデジタルカードほか購入の支出について
40,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札ケース購入の支出について
8,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入にかかる支出について
110,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ　外購入の支出について
181,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手旗外購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　の購入にかかる支出について
53,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子外　購入の支出について
203,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　製造の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
21,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三方幕　外購入の支出について
175,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮ　外　購入の支出について
99,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入にかかる支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルボール外　購入の支出について
107,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
49,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度生徒手帳　製造の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月分）の支出について
8,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工やすりほか購入の支出について
47,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリング　外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入（設置作業含む）の支出について
38,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口扉建具調整取付工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井漏水補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（エディシスＨＱ４２Ｂ）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアロバイク　修理の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニトランポリン修理の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動丁合機修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 第２体育館スクリーン補修の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄のための運搬費ほかの支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２７年度入学式案内状送付に伴う切手購入の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
27,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄のための運搬費ほかの支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律（１台）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ３台の調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動自転車バッテリー交換手数料の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
39,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
61,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 クスノキ剪定作業　業務委託の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会用テント購入の支出について
325,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 手旗外購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
321,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミ製ひな段購入の支出について
139,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「嫌われる勇気」ほか購入の支出について
289,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「３時のアッコちゃん」外　購入の支出について
310,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「実物大人体図鑑３」　外購入の支出について
160,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日蝕む翳」外購入の支出について
346,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ＨＰＶ感染と予防対策外購入の支出について
293,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育　受講料の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 粉じん作業特別教育受講料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 入学のしおり・生徒証　印刷の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接棒他購入の支出について
48,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツチャンバラ用具購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 調理実習室用浄水器購入の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 切り抜き速報健康りてらしぃ他（４～３月分）購読の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト「イデアのＡＩ時間割」購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式掃除機　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ他購入の支出について
236,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛球　他の購入の支出について
20,887
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４～３月）外の購読の支出について
11,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 放送設備バッテリー購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器の購入経費の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 秤量皿外購入の支出について
59,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内消火栓用ホースの購入経費の支出について
200,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングマット外購入の支出について
108,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙他購入の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式草刈機の購入経費の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 長襦袢外購入の支出について
107,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学のしおり・生徒証　印刷の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館１階女子更衣室外側ガラス取替修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 渦電流制動動力計の修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 芝刈機修理の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒成績等通知書類の送付（３／１３）用切手購入の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫委託の支出について
22,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防球ネットの購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶視力計購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４厚口更紙外購入の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー他購入の支出について
118,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース他の購入の支出について
200,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上エキスパンションジョイント漏水補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー他購入の支出について
154,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
13,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
14,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロイター板　外購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 民族衣装　パヂチョゴリ　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 物品整理棚の購入の支出について
40,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ウォーキングメジャー　外　購入の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボールの購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーターの購入経費の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎３階廊下天井漏水補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館前給水管漏水修繕工事の支出について
145,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室棟　北側壁面雨漏り補修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室間仕切り壁解体　外　補修工事の支出について
642,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館トイレ排水管漏水補修工事の支出について
272,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東１階男子便所フラッシュバルブ取替工事外の支出について
84,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上揚水管及びポンプ圧力ゲージ取替修理工事の支出について
214,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁掛け時計取替工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ドアガラス・１－４窓ガラス補修工事の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備補修工事の支出について
100,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備整備工事の支出について
972,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館便所漏水補修の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室空調設備補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館高天井照明補修工事の支出について
151,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
93,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ天井及び照明器具取替工事の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
483,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 カウンセリングルーム流し台設置工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 階段手摺設置工事の支出について
396,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ２階男女控室インターホン設置工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯機購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロイター板　外購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耕運機購入の支出について
50,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 サッカー指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 ＣＡＰワークショップ受講にかかる講師謝礼の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊はじめましてのえほん（４～３月分）購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものともセレクション４月～３月購入外の支出について
40,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
2,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かがくのとも４月～３月分購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート外　購入の支出について
54,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどものとも（４月～３月分）購読料の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳購入の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
5,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
90,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本キンダーメルヘン「４～３月」購読料の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしリクエスト４月～３月号の購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　サンチャイルド４～３月号他購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 砂場枠修理の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 外柵腐食部補修工事の支出について
96,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級活動研究講師謝礼金の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 部活動指導による生徒指導の効果講師費用の支出について
38,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級活動研究講師謝礼金の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導書「みんなで考える道徳１年」外購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 花の苗の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ガラス飛散防止シート購入の支出について
18,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
14,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末機購入の支出について
344,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
6,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
16,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
16,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験活動（戦争体験）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験活動（戦争体験）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化交流にかかる講師料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校珠算授業にかかる講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼（２／１３）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔のくらし」体験にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室にかかる講師料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼２／１６の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業　講師謝礼の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 トランペット講習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
83,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 面展示付小型本立て購入の支出について
303,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外の購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーキングペン用インク外購入の支出について
20,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回収トナー容器他購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 純正インクカートリッジ　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外購入の支出について
32,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
474,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 完熟腐葉土購入の支出について
11,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
24,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
92,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター外購入の支出について
59,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊紙「新しい保健ニュース」４月号～３月号購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易てんびん　外購入の支出について
144,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽　外　購入の支出について
33,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液外購入の支出について
44,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　他　購入の支出について
96,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホン購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外購入の支出について
60,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作業イス購入の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札用氏名記入カード購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　外　購入の支出について
123,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 池用濾過機（ウオータークリーナー）購入の支出について
38,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトサッカーボール　外購入の支出について
249,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン袋外購入の支出について
38,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズドライヤー購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札掛け外購入の支出について
153,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外　購入の支出について
37,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ外　購入の支出について
53,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
281,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「心とからだの健康」（４～３月分）購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール外購入の支出について
65,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
44,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他購入の支出について
245,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　酸素　外購入の支出について
60,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
84,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリームマップワークブック購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌こどものとも（７～３月号）ほか購入の支出について
10,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツルネット　外購入の支出について
62,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
107,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑化用培養土の購入（３／１６）の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラ型名札外購入の支出について
53,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
51,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリー　外　購入の支出について
161,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（高白色）外　購入の支出について
64,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他購入の支出について
37,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
220,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン外の購入の支出について
56,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かゆみ止め軟膏　外購入の支出について
68,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーガラス外購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」４～３月分購読料の支出について
12,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外購入の支出について
88,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックスの購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーチサイン　他　購入の支出について
10,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
182,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　　外（集約物品）購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外の購入の支出について
73,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮセットトップボックス外購入の支出について
324,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタインクカートリッジ外購入の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場用土購入の支出について
47,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
34,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリミョウバン外購入の支出について
13,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室購読料（４月～３月分、増刊号）の支出について
11,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外購入の支出について
57,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
193,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
258,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他購入の支出について
108,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
408,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（４切）外購入の支出について
83,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外購入の支出について
31,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外購入の支出について
15,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
269,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトカラーペーパー　購入の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
115,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　他　購入の支出について
250,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
368,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シクラメンの苗外購入の支出について
31,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
69,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テスト用プリント（３学期分）の購入の支出について
58,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌防臭掛布団外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器の購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイムヘルパー　外購入の支出について
27,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切　色画用紙　他　購入の支出について
108,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 映像・音声受信機外購入の支出について
383,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモンせっけん外購入の支出について
308,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 来客用茶葉他購入の支出について
6,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
306,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習室床面補修工事の支出について
98,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭水道管漏水修理の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン室内機洗浄工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園フェンス設置工事の支出について
343,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板取替工事の支出について
163,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室後鋼製扉補修工事外の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下天井補修　外工事の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室窓ガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂グランドピアノペダル修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室ＧＨＰ修理の支出について
1,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パーソナルコンピュータ修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁掛型電気時計修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 輪転機修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室　ミシン修理の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フライヤー修理の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット補修の支出について
251,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室ＣＤ・ＭＤデッキ修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブロワの修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
15,951
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外処分手数料及び運搬料の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式予行演習にかかる児童分交通費（３／１７）の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外処分手数料及び運搬料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
4,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
7,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
8,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
13,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕業務委託の支出について
4,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
15,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
6,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
11,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂兼体育館床ワックス塗布業務委託の支出について
316,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 協働学習支援型ソフトサポートサービス業務委託の支出について
312,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 閉校記念モニュメント運搬及び設置業務委託の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 換気扇清掃作業にかかる業務委託の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木植栽業務委託の支出について
43,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業式予行演習に伴う会場使用料（３／１７）の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アーチサイン　他　購入の支出について
298,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
907,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号器購入の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
292,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
326,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンビネーション遊具一式（仕様書）購入の支出について
3,456,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめての新聞学習」外購入の支出について
387,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
338,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「心にひびくマンガの名言」他購入の支出について
23,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ポプラディア情報館Ａセット他購入の支出について
221,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ポプラディア情報館Ｂセット他購入の支出について
75,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のともだち」外購入の支出について
34,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「小学館の図鑑ＮＥＯ動物」外の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『レインボー日本語辞典』他購入の支出について
381,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 体力向上研修会講師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年　福祉体験学習　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「ヒューマンライツ」外　購入の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式金属製バット外購入の支出について
52,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮テープ外購入の支出について
86,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ他の購入の支出について
91,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科用フェルト（２０角）外の購入の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本ケース外９点の購入の支出について
146,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外　購入の支出について
224,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白髪染め外購入の支出について
16,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗購入の支出について
12,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書『告白予告練習』　外　購入の支出について
26,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用氏名ゴム印の購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳作成の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
99,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリガラス板　外　購入の支出について
64,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術学習机（仕様書）購入の支出について
777,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
24,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水外購入の支出について
93,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨紙ロール外の購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性マーカー他購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザー光源装置他２点購入の支出について
12,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
74,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマー　他　購入の支出について
91,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
65,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
79,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
59,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
233,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
28,836
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外用消毒薬他購入の支出について
16,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌バンドジャーナル他（７～３月号）購入の支出について
44,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 弓のこ　　外　　購入の支出について
244,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外購入の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転モップ　他　購入の支出について
146,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外（集約物品）購入の支出について
229,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化カリウム外　購入の支出について
16,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 机補修用ニス　外　購入の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックスＡ４購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
80,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ除去器具外購入の支出について
72,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープはがし　外　購入の支出について
47,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総合教務必携　外（集約物品）購入の支出について
1,610,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　他購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
103,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸油マット　購入の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他　購入の支出について
73,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他の購入の支出について
59,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製作の支出について
55,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
99,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パネルスクリーン　外　購入の支出について
62,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（２０ｋｇ）　７０袋購入の支出について
26,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
10,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラーほか購入の支出について
94,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用生徒名ゴム印の購入の支出について
13,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
185,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
146,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「サッカークリニック　７～３月号」外　購入の支出について
78,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床油　購入の支出について
88,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
578,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールバック　他購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス鉄骨階段部分補修工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー給排水管撤去工事の支出について
82,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関エントランスガラス他２か所入替工事の支出について
56,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火用逆止弁取替工事の支出について
71,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 美術室・音楽室コンセント補修工事の支出について
140,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 既設置配電盤改修工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
111,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気エアコン（ＥＨＰ）修理の支出について
35,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スクリーン修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 街灯電球修理（正門）の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理（仕様書）の支出について
740,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
39,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ線張替　補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料送付に伴う郵便切手購入（３月１７日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機等回収料外の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路体験学習にかかる参加生徒交通費（３／１６）の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機等回収料外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ他調律の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館グランドピアノ調律手数料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 舞台幕クリーニング手数料の支出について
163,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
41,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律費の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書業務委託の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書用筆耕料の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
31,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃にかかる委託料の支出について
58,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育アンケート　業務委託の支出について
149,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンテナ収納ラック購入の支出について
134,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティーバッティング用ダブルネット購入の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブ書画カメラ　購入の支出について
128,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボールバック　他購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
185,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵本ケース外９点の購入の支出について
139,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
722,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 和楽器「箏」　購入の支出について
236,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　　外（集約物品）購入の支出について
975,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　購入の支出について
171,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「一期一会　第５期」外購入の支出について
378,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ほんとうのじぶん外の購入の支出について
398,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「古代インド」外　購入の支出について
387,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「楽しい調べ学習」外購入の支出について
313,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『告白予告練習』　外　購入の支出について
161,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　世界の地理第１巻　他　購入の支出について
266,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー（特別教育）受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
52,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
12,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
31,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソ特別講習にかかる受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　　外（集約物品）購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
1,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
14,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パルスオキシメーター　外（仕様書）購入の支出について
675,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 遊具一式（仕様書）購入の支出について
885,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電波時計購入の支出について
5,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鋳物コンロ　購入の支出について
11,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ステープラー　外購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大コンパス外　購入の支出について
78,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サンディングホルダー　外購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ懐中電灯購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
53,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート巻取り棒　購入の支出について
57,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 地球儀　外（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れに伴う仮復旧工事の支出について
252,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブロック塀補修工事の支出について
261,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段踊り場クラック等漏水補修工事の支出について
389,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室入口扉補修工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽塗装工事の支出について
117,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水ポンプ整備補修工事の支出について
452,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 いきいき前屋根補修工事　他の支出について
50,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 清掃用具倉庫シャッター取替工事の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え補修工事の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階家庭科室窓ガラス破損入替工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２年３組　テレビ配線補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　照明取替補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室床下ガス栓工事の支出について
6,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管補修工事の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕工事の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場北側雨水排水管改修工事の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂入口扉補修工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備補修工事の支出について
42,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス等入替補修の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
388,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電子錠補修工事の支出について
26,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室木製扉取替えの支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室間仕切り壁解体工事に伴う電気等追加工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス破損修理の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂ファンコイル温度制御センサー取替工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室・被服準備室漏水補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室の床補修工事の支出について
268,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北校舎１階事務室コンセント増設工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 キーボード　購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
333,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
163,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（仕様書）購入の支出について
565,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　　外（集約物品）購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊チャイルドアップル４～３月他購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊サンチャイルド（４～３月分）購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プランター購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしファンファン４月～３月号の購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしメイト傑作選（４～３月）の購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「健（４月～３月分）」購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープの購入の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊プチワンダー４月～３月分購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 オーニングテント電動化改修工事の支出について
233,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ換気扇取り付け工事の支出について
48,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 エアコン室外機部品取替工事の支出について
16,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
24,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 製本テープ　購入の支出について
4,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科実験用ワイパーほか購入の支出について
13,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校珠算授業に係る講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「珠算授業」の講師謝礼金の支出について
3,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　手話体験指導講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙　外　購入の支出について
76,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外購入の支出について
56,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　外　購入の支出について
10,584
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン修繕部材ガスケット他購入の支出について
64,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
48,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用ふきん外購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研究本「関大初等部式思考力育成法」外購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
299,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由研削といし講習受講料およびテキスト代の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外５点購入の支出について
30,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年社会見学に伴うパン購入（３／１８）の支出について
1,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
85,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　外の購入の支出について
81,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット　外購入の支出について
287,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうろ外購入の支出について
35,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌心とからだの健康　定期購読４～３月　外の支出について
45,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓用ホース購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
24,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク、まないた他購入の支出について
51,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
6,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
1,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録補助簿外購入の支出について
36,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ムク材　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
202,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床油外購入の支出について
66,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
79,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
23,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印画紙外購入の支出について
34,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　他　購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポール苗　他購入の支出について
16,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学年名札　購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入替工事の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室台下冷凍庫修理の支出について
22,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
68,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用机天板取替の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室皮剥き機修理の支出について
18,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジュニアバスケットスタンド修理の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門前シャッター及び壁面操作スイッチ修理の支出について
50,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送設備修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 のぼり棒修理の支出について
354,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクルにかかる収集運搬料及び処理手数料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 換気扇清掃作業の支出について
41,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクルにかかる収集運搬料及び処理手数料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 残土処理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
11,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
18,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫料の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
31,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
5,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書の支出について
14,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ガラス窓　洗浄委託の支出について
124,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業式予行演習に伴う会場使用料（３／１８）の支出について
57,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　他　購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ことばえじてん外３０点購入の支出について
347,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ダーウィンが見たもの外購入の支出について
190,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ミミズのふしぎ」外の購入の支出について
259,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
8,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おだんごぱん」　外　購入の支出について
351,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱従事者安全衛生教育受講料の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特定粉塵作業特別教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自由研削といし講習受講料およびテキスト代の支出について
6,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会　講師謝礼金の支出について
60,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会　講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣＣＳ基本掛図ほかの購入にかかる支出について
11,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外購入の支出について
93,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表他購入の支出について
16,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式ホワイトボード　外の購入の支出について
277,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
81,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マットの購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 斧　外購入の支出について
36,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓付封筒外購入の支出について
95,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇ほか　購入の支出について
183,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌部落解放　外（７～３月号）の購読料の支出について
21,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イラストボード、他購入の支出について
40,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鶴見区詳細地図　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレー用ホイッスル外の購入の支出について
80,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（若鮎）印刷の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類に係る郵送料（３月１７日）の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に係る筆耕翻訳料の支出について
30,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
52,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞『チュモニの会』公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テニスネット　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「伊勢物語」、他購入の支出について
244,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「カンヴァスの向こう側」外購入の支出について
40,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「親子で学ぶ科学図鑑」外　購入の支出について
245,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（２月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外　購入の支出について
143,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用薬品他購入の支出について
69,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯バッテリー購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類用洗濯洗剤他購入の支出について
18,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーターフィルム　外の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーのり他購入の支出について
102,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アップスキャンコンバーター購入経費の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 来客用靴袋購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
83,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス購入の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンポの購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダヴィンチ外雑誌購入の支出について
7,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ他購入の支出について
82,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクターランプ外購入の支出について
170,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機他購入の支出について
49,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙他生徒会活動用消耗品購入の支出について
26,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
66,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マット購入の支出について
259,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス原稿用紙他購入の支出について
54,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高校生の就職試験一般常識問題集　他の購入の支出について
15,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ショートマット他　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式プロジェクタースクリーン　外の購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー他　購入の支出について
95,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
13,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生工新聞の印刷の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具等取替工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 スタジオ系統空冷チラー補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ミシンの修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パソコン修理の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健体育授業用タイマー修理の支出について
25,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学校への受領書等の送付（３／１７）切手の購入の支出について
10,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁の刃研ぎ処理手数料の支出について
23,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる業務委託の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー他　購入の支出について
57,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラーの購入の支出について
82,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ショートマット他　購入の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理用パーソナルコンピュータの購入経費の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スピーカー購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「淡々黙々」外購入の支出について
161,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タックペーパー　外　購入の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
109,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 合板他購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ　修理の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 盲人用卓球台　購入の支出について
312,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドピアノカバー　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コースロープ　外　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転椅子の購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 連結パネル　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具ガード取付補修工事の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外ベンチ補修工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備配線補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バックネットの天井ネット補修の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術室および準備室の空調機の整備工事の支出について
652,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
5,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替（プール更衣室窓ガラス　他）の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館プログラミング実習室仕切工事の支出について
247,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階男子トイレガラス補修工事外の支出について
46,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防災電気設備　補修工事の支出について
923,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水修理の支出について
147,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイディスクプレーヤー購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 お便り帳（新学期年少用）　他の購入の支出について
14,250



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
7,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊キンダーブックじゅにあ他４月～３月分購入の支出について
8,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　外２件　購入の支出について
15,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「おはなしひかりのくに」（４～３月号）購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 健康手帳カバー　購入の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平成２７年度　おたより帳　他　の購入の支出について
44,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしリクエスト４月号～３月号購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ（１階）扉修理の支出について
82,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室クロス張替え工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳の支出について
5,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等の揮毫の支出について
17,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
13,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書にかかわる筆耕翻訳の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名などの揮毫の支出について
17,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度保育証書揮毫の支出について
8,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＧＢＥＬ協議会にかかる講師謝礼金の支出について
12,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
45,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アルミ角パイプ購入の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 手回し発電機　外　購入の支出について
51,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
20,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
6,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
18,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトカラーペーパー　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 振り子実験器外購入の支出について
98,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー　外　購入の支出について
20,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金（２／２５）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業にかかる指導講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本　読み聞かせ体験学習にかかる講師謝礼の支出について
25,800



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算（空襲語る会体験学習）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本　読み聞かせ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　人権教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金（２／２４）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本　読み聞かせ体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学習園栽培教室にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品購入の支出について
85,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
258,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーの刃（立刃）購入の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
950,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
25,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
251,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小判型名札外購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
482,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
2,201,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てプラスチック手袋外購入の支出について
100,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
738,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
167,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,036,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用紙購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
313,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
737,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
206,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月号）外購入の支出について
114,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸ペール　外購入の支出について
45,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,125,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
149,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
334,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外購入の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白布購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナ外購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
58,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
219,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカード・外　購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両口げんのう外購入の支出について
36,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
189,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 杓子外購入の支出について
143,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末機購入の支出について
255,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
529,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生児童用名札製造の支出について
21,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外の購入の支出について
30,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
42,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コハクリボン　外購入の支出について
127,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文章題プリント作成システム２　外購入の支出について
230,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末機用カバー購入の支出について
325,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌアングル　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土外２７点購入の支出について
196,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,538,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス他購入の支出について
82,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクトデジタルカメラ購入の支出について
38,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ほうき購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌／教育技術　他購入　年間契約の支出について
62,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダ　外　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
503,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラタンサーバー他購入の支出について
17,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用書籍電子黒板まるごと活用術外購入の支出について
10,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サラシ竹外購入の支出について
133,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
16,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポ　外購入の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン外購入の支出について
52,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外の購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
248,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
49,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」外購入（４月～３月分）の支出について
20,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙マスク　外購入の支出について
181,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
120,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランジスタメガホン購入の支出について
21,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
98,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
181,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙（４切）外の購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」　購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発ぽうポリスチレン栓　外購入の支出について
149,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ　外購入の支出について
149,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット外購入の支出について
30,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外購入の支出について
40,176
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
82,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　外購入の支出について
39,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　外の購入の支出について
132,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ接続コード他購入の支出について
195,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査器　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 代本板外１３点　購入の支出について
89,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外の購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モータ台他購入の支出について
67,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル名札購入の支出について
28,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸの購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス外購入の支出について
28,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
53,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト　外購入の支出について
88,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク外購入の支出について
38,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット外購入の支出について
75,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「食育ニュース」４～３月号購入の支出について
16,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング外購入の支出について
161,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用机　他購入の支出について
389,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンターいす外購入の支出について
186,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー　他　購入の支出について
185,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食帽子外の購入の支出について
6,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「三国志」　外購入の支出について
62,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外購入の支出について
16,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
101,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材学習ニュース購読料（４月～３月分）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター外購入の支出について
96,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーオイル外購入の支出について
114,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＯＭ版イラスト集外購入の支出について
61,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレスジグソー用集塵機外購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なわとびのとび方説明板の購入の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バラエティ表紙外の購入の支出について
111,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
44,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
39,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
85,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
67,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」７～３月号購入の支出について
6,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月）購入の支出について
8,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外購入の支出について
12,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刊誌　教育技術　他　購読の支出について
66,614



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイパースポンジ替　外　購入の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シールの購入の支出について
800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語活動関連教材の支出について
42,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モーター用プロペラ　外　購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首　外　購入の支出について
68,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬外購入の支出について
97,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん用タオル　他　購入の支出について
84,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ホルダー外の購入の支出について
48,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さくら型名札（赤）外購入の支出について
45,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧　印刷の支出について
131,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度　研究紀要の印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
299,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂正面入り口横、ガラス修理工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 土俵修繕工事の支出について
999,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ　補修工事の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁掛けプロジェクター等設置工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修　工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替え工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 無線アクセスポイント設置に伴うＬＡＮ配線工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段内壁補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉ガラス入替工事の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口土間補修工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ガス栓工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場外溝ひび割れ補修工事の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階２年２組教室廊下側窓ガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂天井照明取替補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 引違扉錠補修工事の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内変調器設置補修工事の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室窓網戸設置工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗濯機排水口移設工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関　床面　段差解消　工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機の修理の支出について
36,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 メガホン修理の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館ワイヤー巻上げ式スクリーン修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール甲板修繕の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
38,664
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２段式リフター修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
78,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室元止湯沸器修理の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙裁断機修理の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チャイム修理の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス温水ボイラー修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 とび箱頭部布張替修理の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
207,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室焼き物機修理の支出について
27,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 検食保存用冷凍庫修理の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科用ミシンの修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式実施にかかる児童分交通費（３／１９）の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ廃棄に係る収集運搬料外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル処分及び運搬料の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル処分及び運搬料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ廃棄に係る収集運搬料外の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律代の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
10,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
21,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮豪業務の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕代の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　揮蒙業務の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫業務委託の支出について
22,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書　業務委託の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度　卒業証書揮毫請負の支出について
15,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕翻訳料の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解洗浄作業業務委託の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
109,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
52,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓掃除業務委託の支出について
88,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 協働学習支援システム構築業務委託の支出について
491,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務にかかる委託料の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業式実施に伴う会場使用料（３／１９）の支出について
47,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外（仕様書）購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校旗外購入の支出について
396,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
399,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インタラクティブユニット型電子黒板の購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台購入の支出について
161,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナ外購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力検査器　外　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コードレスジグソー用集塵機外購入の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テーブル　購入の支出について
247,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機の購入の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 文章題プリント作成システム２　外購入の支出について
119,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
218,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤコンポ　外購入の支出について
140,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ユーモアえほん」他　購入の支出について
134,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「迷宮が丘」外購入の支出について
333,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア」外購入の支出について
134,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「文庫版　怪盗ルパン」外図書の購入の支出について
68,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おはなしプレゼント」他購入の支出について
345,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「手ぶくろを買いに」外購入の支出について
386,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふれあいしぜん図鑑　春」外購入の支出について
101,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひみつの図鑑」外購入の支出について
52,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かぜのでんわ」外購入の支出について
164,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おかあさんの目」外の購入の支出について
285,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「のはらうたⅠ」外購入の支出について
221,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 詩の授業指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
435,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
20,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電圧調整器外購入の支出について
19,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
1,336,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
2,201,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳　外購入の支出について
192,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
154,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
772,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
188,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
31,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球　他　購入の支出について
57,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正ペン　他　の購入の支出について
66,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用椅子他　購入の支出について
77,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
96,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット　他　購入の支出について
62,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書『ロシア楽器はじめてブック』　外　購入の支出について
5,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
413,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　外　購入の支出について
72,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁外購入の支出について
49,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
33,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンディングベルト　他　購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウイルス対策ソフト外購入の支出について
75,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 セロハンテープ　　外　　購入の支出について
346,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（２個）購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊ニュートン、健康教室４月～３月分購読料の支出について
21,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
81,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やに外購入の支出について
142,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他　購入の支出について
20,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントスノコ　外　購入の支出について
217,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マットの購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「切抜き速報科学と環境版」年間購読料の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
10,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト形蛍光灯外購入の支出について
78,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳（平成２７年度）の製造の支出について
87,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育用書籍「娘に語る祖国」他購入の支出について
48,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナーキット　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
167,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用感熱紙購入の支出について
65,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌美術手帖外２点（４月～３月分）購読料の支出について
38,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「イオ」（４月～３月）購読料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル刃　他購入の支出について
59,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験大百科〈第１２集〉外の購入の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスポキャップ購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
101,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道防具（集約物品）購入の支出について
287,766
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外　購入の支出について
96,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「日本の郷土芸能」外購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニア穴あき合板　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングテーブル　外購入の支出について
102,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗外１０点の購入の支出について
99,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手摺り外購入の支出について
176,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布団袋　外購入の支出について
187,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他２７点購入の支出について
194,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストレッチマット　外購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシンボール　外　購入の支出について
75,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック式日本全図外購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン・トレーニングラダー外　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ケント紙他購入の支出について
41,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　の購入の支出について
89,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 元止式ガス湯沸器外購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス　外　購入の支出について
25,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
33,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
362,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
334,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット外の購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
471,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビスタンド（可動式）ほかの購入にかかる支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
181,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
87,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
137,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インテグラルロック外１点の購入の支出について
14,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
779,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 式次第印刷の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　印刷の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台床ウレタン塗装工事の支出について
170,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館２階西側窓硝子入替補修の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス　外　修理の支出について
75,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理　外の支出について
154,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸のこ修理の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外電気時計修理の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタイマ　修理の支出について
5,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバスタンド　修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 民族衣装クリーニング処理手数料の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
32,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ（体育館用）　調律の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（４台）の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
38,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
40,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
12,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎玄関横の樹木撤去の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
24,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビスタンド（可動式）ほかの購入にかかる支出について
100,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型パソコン　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機の購入の支出について
399,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ購入の支出について
86,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サクソフォン（仕様書）購入の支出について
505,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「信長の血脈」他購入の支出について
389,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「守り人シリーズ全十巻」外購入の支出について
193,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「物語のおわり」他購入の支出について
289,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あの日の歌」外購入の支出について
365,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マララ」他購入の支出について
119,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夏の魔法」外購入の支出について
251,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本美術全集２」　外　購入の支出について
127,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「敗者たちの季節」外　購入　の支出について
288,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢詩入門」他購入の支出について
28,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤外購入の支出について
39,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ他購入の支出について
142,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
27,216
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞（４～７月、９～２月）購読経費の支出について
40,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース他購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップスペア他購入の支出について
148,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
120,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
564,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
828,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
48,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
52,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ角パイプ外購入の支出について
62,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷製作の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料他の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料他の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 河合サテライト講座ＤＶＤ借入の支出について
192,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式防球フェンスの購入経費の支出について
268,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書籍「漢詩入門」他購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 大阪名所図解外図書館用図書購入の支出について
74,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 とめはね１３他図書室用書籍購入経費の支出について
54,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール用角ベース　他購入の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスタワシ　外購入の支出について
69,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
13,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 展示パネル専用台車購入の支出について
157,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 ２階教具室（新普通教室）黒板改修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
20,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 柔道着　外（集約物品）購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛地図　購入の支出について
41,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーター外購入の支出について
96,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階廊下　面台補修の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 印刷室壁面漏水補修工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室取合窓ガラス入替の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂兼体育館舞台吊物機構補修工事の支出について
761,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
613,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館スクリーンワイヤー取替補修工事の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上ネットフェンス塗装工事の支出について
292,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館放送室・倉庫天井補修および錠前補修工事の支出について
85,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高天井照明補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水ポンプ不良取替修理他の支出について
143,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポリカーボネート取付工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠配線補修工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器剥離補修工事の支出について
30,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段室・体育館屋根他の漏水補修の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールバルブ及び各所トイレ器具取替工事の支出について
167,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所入口建具改修工事の支出について
304,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外両面ポール型太陽電池時計補修工事の支出について
200,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機補修工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明電動昇降装置補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室電気器具取替工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線補修工事の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所止水不良及び西校舎前外部漏水処理工事の支出について
152,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構補修工事の支出について
996,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・４号館外壁補修工事の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天井照明取替補修工事の支出について
13,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂出入口両開き扉補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室テレビ設置工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構補修工事の支出について
974,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室コンセント増設補修工事の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段踊り場床張替補修　外　工事の支出について
583,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室床補修工事の支出について
149,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構改修の支出について
996,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 黒板灯４教室取付工事の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プール入水ハシゴ設置工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　和太鼓　４台購入の支出について
398,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　倉庫購入の支出について
104,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
4,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
48,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　みみちゃん絵本（４～３月）の購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊初等教育資料（４月号～３月号）の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セロハンテープ外の購入の支出について
54,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート　出席シールの購入の支出について
37,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊初等教育資料（４～３月分）購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液体せっけんの購入の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「もこちゃんチャイルド」４～３月号購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　他の購入の支出について
57,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊キンダーメルヘン４～３月分他の購読料の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 門扉前・玄関前　タイル補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 通用門錠前修理工事の支出について
14,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
58,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
26,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい理解学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生昆虫教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生稲作りの指導にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬を通した福祉の学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼金・交通費の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん出前授業講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 介助犬を通した福祉の学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習６年にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生震災体験を聞く会にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／２７　外国の文化を知ろう　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薄型ディズプレイハンガー購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　外　購入の支出について
116,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット外購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック　購入の支出について
1,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
63,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゴリ　外　購入の支出について
119,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習実施にかかる消耗品購入（３／２０）の支出について
6,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
46,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
77,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室用いす外の購入について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールペン他事務用文具の購入の支出について
187,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒薬他購入の支出について
25,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
144,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液　外購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトサッカーボール　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
43,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾湿両用集塵機外購入の支出について
98,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二分の一成人式の材料購入（３／２０）の支出について
6,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
202,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
265,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラムチャイム外　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
99,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
907,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　外の購入の支出について
61,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍自分でできる怒りの消火法ワークブック外購入の支出について
7,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
701,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベンチ購入の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぞうきん　外購入の支出について
15,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用プログラミングロボット教材　購入の支出について
40,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
33,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,027,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
66,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ外購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット　外購入の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤシステム購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンマット　購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外の購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外購入の支出について
133,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
79,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　他購入の支出について
41,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
105,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕及びメッシュビブスの購入の支出について
184,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
40,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
473,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機購入の支出について
132,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトカラーペーパー　購入の支出について
2,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転コート掛　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎１階講堂網入りガラス破損修理工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 錠取替及び補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館階段・４階通路電気設備補修の工事の支出について
107,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ　アコーディオンカーテン　補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板貼替工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ内チャッキ弁清掃補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉鍵補修工事の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ポンプ室揚水ポンプ周り破損水漏れ補修２台の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット設置工事の支出について
241,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前渡り廊下接合部雨漏り補修工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット取付工事の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム外修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱上布張替修理の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一眼レフカメラ修理の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫委託業務の支出について
13,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫業務委託の支出について
12,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
17,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
60,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー　購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター一体型電子黒板（仕様書）購入の支出について
561,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校長室用いす外の購入について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　外（仕様書）購入の支出について
1,864,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム外　購入の支出について
203,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれたちともだち」外購入の支出について
365,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くちびるに歌を」１冊外購入の支出について
32,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 子どもがはじめてであう民話他図書室図書購入の支出について
326,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール棚購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
123,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
525,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明機器購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
110,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナット回し外　購入の支出について
80,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
125,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン　外購入の支出について
74,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
473,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
193,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン他購入の支出について
45,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ、他購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
119,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 細工用やすりの購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノフルカバー外　購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
384,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用紙他　購入の支出について
61,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　ほか　購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,495
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＯＭ　図書データ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札の製造の支出について
31,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メインワイヤー外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール（５号球）他　の購入の支出について
85,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスパッド外　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 クリアファイル印刷の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 集塵機炉塗装外補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 別館図書室窓ガラス修繕工事の支出について
68,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下照明　補修の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
22,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替補修工事の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 吊り下げバスケットボールゴール補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館屋上雨漏り補修工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室扉段差補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上出入口アクリル硝子入替　工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損入替修繕の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 大便所排水詰まり通管工事の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館突き当たり扉補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 別館１階及び２階図書室ガラス入替工事の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー（３台）修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子天秤修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 自転車チェーン張替修理（３／１９）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理　外の支出について
47,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 消火器処分の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
47,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
103,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板システム購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン（仕様書）購入の支出について
214,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
219,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「文学入門きっかけ大図鑑」購入の支出について
10,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の民族衣装文化」外購入の支出について
347,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
159,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
44,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
37,497
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
82,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
83,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室建具ガラス入替修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
3,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
74,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テレビスタンドの購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アナログ式体重計他購入の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計　購入の支出について
6,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球用キャッチャーヘルメット外購入の支出について
37,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼黒板　購入の支出について
18,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室外機補修の支出について
79,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室電気増設補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室コンセント取替補修の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室扉補修の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場池コンセント補修工事の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入替工事の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校門セキュリティー設備補修工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールシーリング補修の支出について
246,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎２階男子トイレ雨漏り補修工事の支出について
228,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備等補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高天井照明及び舞台照明器具補修の支出について
102,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 煙突内部囲い込み補修の支出について
299,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械室雨漏り補修および煙突内部断熱材補修の支出について
907,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎１階講堂網入り窓ガラス破損修理工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管及び排水会所不良漏水補修工事の支出について
209,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 煙突内部断熱材及び水抜き部囲い込み補修の支出について
621,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽給水設備修繕の支出について
96,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室換気扇スイッチ取替及び配線工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館軒裏天井他修繕の支出について
130,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替え補修工事の支出について
23,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール棟周辺排水管補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスコンロ　外（集約物品）購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アナログ式体重計他購入の支出について
54,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
21,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印購入の支出について
18,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳・おたよりシールの購入の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（おはなしワンダー４月～３月）外　購入の支出について
8,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の苗の購入の支出について
5,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳・おたよりシール　購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　ぴこちゃんえほん４～３月号購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（こどものとも４月～３月）　購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしワンダー４～３月分購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
20,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
6,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会に係る講師謝礼の支出について
24,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ２／２０保健研究発表会講師謝礼の支出について
28,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンター用インク購入の支出について
19,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末、他購入の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
13,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
55,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ジョイントマット他購入の支出について
155,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用図書「いじめ防止プログラム」外購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 生徒理科研究発表用冊子　の印刷の支出について
165,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末、他購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 耕うん機購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
113,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばんの話にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 囲碁講師謝礼（１／２６外３日）の支出について
37,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室（２／２５・３／４分）講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 えの森観察指導、講話にかかる講師謝礼金の支出について
13,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
71,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会（３／４）にかかる講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語（英語）活動にかかる講師謝礼の支出について
122,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生　そろばんの授業に対する講師謝礼金の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
352,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
407,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャッカマン　他購入の支出について
80,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たらい外購入の支出について
34,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 皮むき　外　購入の支出について
25,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外の購入の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど　外　購入の支出について
161,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　外　購入の支出について
28,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン　外　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液他購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレスジグソー外購入の支出について
219,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
35,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外４点　購入の支出について
87,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
37,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数指導用掛図購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　食育フォーラム４～３月号　他購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用校名入り名札ケース付（製造）購入の支出について
49,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札製造の支出について
51,850
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板　外１２点購入の支出について
278,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛時計　外購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
43,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラークリアーホルダー外購入の支出について
20,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス他清掃用品購入の支出について
134,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス外購入の支出について
84,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末使用にかかるプリペイドカード購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末使用にかかるプリペイドカード購入の支出について
29,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
119,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 番重　他　の購入の支出について
43,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
56,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕　外　購入の支出について
87,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋　外購入の支出について
211,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
38,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク他の購入の支出について
83,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤詰替用　外購入の支出について
156,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
136,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育グランドマークＯ型赤他購入の支出について
20,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし付スポンジ他購入の支出について
66,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「図書館通信」購読料（５月～３月号）の支出について
10,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿　外購入の支出について
90,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン　外購入の支出について
179,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
220,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
168,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレクター踏み台購入の支出について
18,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室（７月～３月）他　購読料の支出について
15,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット他購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
198,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用白衣・袋購入の支出について
16,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸　替刃　外　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊壁新聞　新しい保健ニュース４～３月分購入の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ黒他購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
56,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカーＬＥＤセット外購入の支出について
37,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はじめてのせかいちずえほん購入の支出について
1,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外購入の支出について
162,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣装ケース購入の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン・外　購入の支出について
250,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」４月～３月分　購読の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教育ＤＶＤ他購入の支出について
140,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸棚用ベース購入の支出について
6,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
29,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
32,292
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用読み聞かせ台他購入の支出について
266,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
69,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご　一」他購入の支出について
31,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
43,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター外購入の支出について
50,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机１号７台外購入の支出について
153,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌こどものとも・刊行物食育ニュース購読の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書「ギネス世界記録２０１５」他の支出について
2,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統行事体験にかかる色画用紙外６点の購入の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙　外購入の支出について
229,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
13,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高速切断機他購入の支出について
68,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ外の購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一眼レフカメラ用バッグ外購入の支出について
69,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校章・校名入り名札製造の支出について
40,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット収納庫用電源タップ外購入の支出について
28,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用移動台購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野外用丸テーブル他購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用ブックトラック購入の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（８月～３月）購入の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプ修繕用部品購入の支出について
70,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸他の購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙外購入の支出について
11,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
19,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」（４月～３月分）外購入の支出について
67,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
22,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
219,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸引器用充電器　外購入の支出について
31,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
851,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン　外購入の支出について
140,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　外　購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外の購入の支出について
48,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刊食育ニュース他４月～３月分購入の支出について
34,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
204,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用樹脂ワックス購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
253,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
159,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
33,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
750,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　他　購入の支出について
31,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝撃吸収ケース他購入の支出について
111,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙　他購入の支出について
35,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札他購入の支出について
85,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
18,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
222,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　ほか　購入の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ケース外購入の支出について
77,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　２本入購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度卒業式式次第印刷製本の支出について
37,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷業務委託の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要用ＤＶＤ－Ｒデータコピーの支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室掲示板設置工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
93,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室下処理場壁コンセント漏電対応等工事の支出について
30,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６－３教室ガラス補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階　本館男子トイレ壁タイル補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎雨漏り補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室流し台水道蛇口補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室後扉ガラス入替工事の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プール廻り柵補修工事の支出について
191,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
20,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学級教室等照明器具補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール日除けテント張替工事の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター設置工事の業務委託の支出について
379,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
28,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫鍵修理の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
43,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修理の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物器修理の支出について
125,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜グランド交換修理の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電光表示器修理の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機　修理の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室洗浄機修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分校給食室食器洗浄機修理の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 刈払機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転かまど修理の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台幕修理の支出について
64,368
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ補修の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関校舎高所設置大時計修理の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
12,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用シシャモ外購入の支出について
48,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／２３）の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 スライサー輪切盤研磨手数料の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本語検定検定料の支出について
131,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　外手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律代の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 コンピューターデータ抹消及び廃棄業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
6,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃にかかる業務委託の支出について
76,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
68,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓の清掃業務委託の支出について
75,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎裏立木伐採の業務委託の支出について
446,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
60,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
117,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
193,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
76,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,667
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃の業務委託の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託にかかる経費の支出について
38,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝土砂上げ作業業務委託の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床ワックス掛け工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室外部排水管外清掃の支出について
232,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
80,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
67,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（あべのハルカス）にかかる入場料の支出について
84,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 戸棚用ベース購入の支出について
31,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 一眼レフカメラ用バッグ外購入の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板用パソコン購入の支出について
241,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックワゴン購入の支出について
398,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
136,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 野外用丸テーブル他購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用読み聞かせ台他購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転釜内釜　購入の支出について
112,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高速切断機他購入の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳ね上げ式屋外掲示板　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
290,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版印刷機（Ａ３対応）購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プラスチック手袋　外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
360,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女の宅急便」外の購入の支出について
162,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「食べものはかせになろう！」外購入の支出について
312,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４ひきのシリーズ」外購入の支出について
340,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本どんぐり大図鑑」外購入の支出について
364,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「韓国文化」購入の支出について
21,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「民話と昔ばなし」外　購入の支出について
398,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「昔のくらしと道具」外購入の支出について
64,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「項羽と劉邦」外　購入の支出について
125,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぞくぞく村のおばけ」外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
330,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なぞなぞ＆ゲーム王国」外購入の支出について
383,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「英語学習辞典」購入の支出について
11,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ことばあそび絵本」他購入の支出について
223,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こわーい都市伝説」外購入の支出について
27,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ギネス世界記録２０１５」他の支出について
161,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「だいくとおにろく」他　購入の支出について
127,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「だいくとおにろく」外購入の支出について
396,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策委員会指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路指導講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
50,190
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャンプー　外購入の支出について
203,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台ラック他購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製ライン引き他購入の支出について
22,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
96,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
59,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランペット用マウスピース、他購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手回し発電機　外　購入の支出について
78,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　購入の支出について
13,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみパイプ椅子　外の購入にかかる支出について
235,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
137,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザイン用刷毛ほか購入の支出について
53,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用替刃セット購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式会議（作業）机　購入の支出について
320,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレーヤー　外　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め外購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
12,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッション外購入の支出について
178,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
362,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用ヘルメット外　購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
420,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度１年生名札製造の支出について
44,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板ふきクリーナー　購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
71,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 貸出期間票外購入の支出について
38,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
624,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック　購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
408,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片側伸縮式配膳台購入の支出について
84,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新生児抱き人形　外購入の支出について
41,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道用畳　購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
128,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン（図書室用）　外購入の支出について
192,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業文集　購入の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスバーナー外購入の支出について
144,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光学台外購入の支出について
318,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材（セン材）購入の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　外　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度　生徒手帳　印刷の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
97,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
944,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
83,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
96,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　外購入の支出について
155,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他２６点購入の支出について
231,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性せっけん外購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラムヘッド　外　購入の支出について
399,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チンチェ　外　購入の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用直接感熱紙購入の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ペンインパクトドライバ　外購入の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン他１２点購入の支出について
171,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐振電球　外の購入の支出について
153,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキハードル外購入の支出について
249,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンター外購入の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア　苗　外　購入の支出について
29,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 元止め湯沸器　購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外　購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道着ほか　武道具類　購入の支出について
60,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度用生徒手帳製造の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍庫　外　購入の支出について
222,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシート　外　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
108,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
17,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ　外　購入の支出について
9,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
5,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管ほか購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消臭スプレー詰め替え購入の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
13,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳　購入の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバットほか購入の支出について
16,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク外　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金属球膨張試験器外の購入の支出について
45,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食着　他購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
82,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
77,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教室　湯沸器他購入の支出について
45,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤他５０点購入の支出について
283,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノコード　外　購入の支出について
205,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
207,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　外購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクラック　外　購入の支出について
210,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ椅子購入の支出について
388,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コルクサイコロ他購入の支出について
77,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 胴板外　購入の支出について
143,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式用式次第印刷の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書　購入の支出について
8,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷　業務委託の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ扉他補修工事の支出について
169,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウススロープ取替補修工事の支出について
93,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
101,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館廊下窓ガラス入れ替え修繕の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館雨漏り補修工事の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂放送システム補修工事の支出について
93,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室ガラス入替の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室照明用安定器取り換え、移設工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室床面補修工事の支出について
369,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 バックネット裏屋根補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館収納台車キャスター修理の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頭部補修の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器クラリネット修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
55,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤデッキ修理の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス外楽器修理の支出について
62,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサクソフォン　外の修理の支出について
84,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外修理の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ストップウォッチ用プリンター修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール補修の支出について
397,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白玉団子外購入の支出について
172,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
14,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用レタス外購入の支出について
79,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
13,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
61,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫廃棄運搬費、他の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　外　処分運搬費および家電リサイクル料金の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 郵便切手等の購入（３／２０）の支出について
9,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック購入（３月２０日）の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫廃棄運搬費、他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　外　処分運搬費および家電リサイクル料金の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ外調律手数料の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ　調律の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
59,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕にかかる支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
29,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
40,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 火災専用非常通報機設備保守点検業務委託の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
79,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
79,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 白蟻駆除業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
79,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
63,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物（薬品）収集運搬処理業務委託の支出について
202,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木伐採業務委託の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ４階５階フロアシート清掃業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 特別支援教室　湯沸器他購入の支出について
136,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リクライニング式長椅子購入の支出について
173,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末購入の支出について
347,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツシート　外　購入の支出について
111,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハーモニーディレクター　購入の支出について
115,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
319,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　　　パーソナルコンピュータ購入の支出について
366,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランペット　購入の支出について
308,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体操マット　購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電機溶接機　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　タブレット型端末購入の支出について
120,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外　購入の支出について
372,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式ペンインパクトドライバ　外購入の支出について
115,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
227,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイプレーヤー　外　購入の支出について
305,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「空の図鑑」外購入の支出について
43,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「空想科学読本１」　外　購入の支出について
174,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大型絵本かばくん」他の購入の支出について
307,126
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ハートボイス」外購入の支出について
298,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１０代からの文学」外　購入の支出について
379,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「神々の午睡」外購入の支出について
66,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「鹿の王　上」外　購入の支出について
81,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「サラバ！（上）」外の購入にかかるの支出について
314,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「悲しみを生きる力に」外購入の支出について
355,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「神様がくれた背番号」外購入の支出について
34,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
65,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
37,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 現像廃液処理業務委託の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グラブ他　購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロータリーコンパスセット　外の購入の支出について
12,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オーディオミュージックプレーヤー外購入の支出について
25,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保健室用ベッド購入の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン（教室用）の購入の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
43,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機他購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア購入の支出について
19,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平鉋収納ケース　外の購入にかかる支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＰＣラベルライターの購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 巻尺　購入の支出について
7,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チャング外購入の支出について
101,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ他２点購入の支出について
148,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント補修工事　他の支出について
127,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室ガス栓取り替え工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年４組教室出入口窓ガラス入替の支出について
16,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 汚水管つまり補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館支柱天板床用金具取替工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知機ほか　補修の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯安定器取替工事一式の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外排水管詰まり補修工事の支出について
175,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂屋上雨漏り補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館防水漏水補修工事の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口天井耐火ボード補修他工事の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 なかよし学級湯沸かし設備設置工事の支出について
154,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水栓排水弁取替工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２Ｆ格技室前廊下天井雨漏り補修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホール床面補修工事の支出について
235,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補修工事の支出について
410,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内各所ガラス補修工事の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各所引違窓開閉修理調整工事の支出について
51,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前手洗い場排水補修　工事の支出について
179,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構補修工事の支出について
996,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年教室窓ガラス入替補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外窓アルミカバー取付工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水トラップ漏水補修工事の支出について
104,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替えの支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 煙突内部断熱材及び水抜き部囲込み補修工事の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室ガス元栓増設工事の支出について
50,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 換気扇設置工事の支出について
347,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ２階廊下照明スイッチ増設補修工事の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 階段手すり取付工事の支出について
477,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ他２点購入の支出について
70,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「マジックショー」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札・手帳カバー　購入の支出について
6,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラベルシールの購入の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
45,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙他　購入の支出について
68,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　初等教育資料（４～３月）の年間購読の支出について
7,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板段ボール外７件購入の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 お便り帳（新学期年中長用）他の購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーしぜんランド４月～３月外１件購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどものとも４月～３月分購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 かんきょうかがくえほん４月～３月購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 初等教育資料４月～３月購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしチャイルド４月～３月外１件購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本チャレンジえほん（４～３月）の購入の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年間購読資料　月刊初等教育資料４月～３月号購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新入園児用　個人名ゴム印　購入の支出について
8,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 滑り台下他安全マット設置工事の支出について
82,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
9,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
8,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 食文化授業「ベジたこ」作りにかかる講師料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会講演会講師謝礼金の支出について
27,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 姿勢指導授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 食文化授業「ベジたこ」作りにかかる講師料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 病弱部門　案内リーフレット　印刷の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
4,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算授業講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算授業講師謝礼金の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 筝曲体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　手話体験指導講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がいの校内研修にかかる講師料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育にかかる講師料の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数（そろばん）学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年茶道教室（２／１７）に係る講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（３月５日実施）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３／５　そうじ教室　講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（２／２４）にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年茶道教室（２／１７）に係る講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
72,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓋付きボール　他　購入の支出について
97,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイドモップほかの購入の支出について
40,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
22,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 繊維マット　外購入の支出について
24,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ苗　外　購入の支出について
22,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺１００ｍ購入の支出について
10,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
55,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
993,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱ほか購入の支出について
59,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ　外１１点購入の支出について
65,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
27,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック外購入の支出について
336,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 植物性再生紙の購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
126,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
208,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけん液購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外　購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製作の支出について
111,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナボックス　購入　の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒液外購入の支出について
189,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源タップ　他　購入の支出について
33,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 もち外購入の支出について
7,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
12,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ　外（集約物品）購入の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札の購入の支出について
76,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
105,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ　外（集約物品）購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在箒、他購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
30,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有用微生物製剤の購入の支出について
60,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール外購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外購入の支出について
192,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トラック用ラインテープ外購入の支出について
66,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
14,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　外　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボンほかの購入の支出について
81,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外購入の支出について
99,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健調査票　印刷の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書の購入の支出について
27,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞外印刷の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 点検口および廊下補修工事の支出について
194,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階渡り廊下屋根増設工事の支出について
168,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス取替工事の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関オートロッ補修工事の支出について
119,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室トイレウォシュレット修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　修理の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠　修理の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 元止湯沸器修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用移動シンク修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生大阪体験学習にかかる児童交通費の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入の支出について
5,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
23,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ２台調律手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる経費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
11,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
25,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務（請負）の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
10,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
7,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
59,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
372,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボールスタンド購入の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイアレスアンプ　購入の支出について
163,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機　購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム（設置込）購入の支出について
209,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書レオ・レオニの絵本セット他購入の支出について
49,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器実技指導用謝礼金の支出について
15,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生　職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 図書のお話し会「人権について」講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 図書のお話し会「人権について」講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
357,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
24,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 データファイル保管庫外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
65,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ　外（集約物品）購入の支出について
580,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除用具ロッカー購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌ガーゼ他購入の支出について
19,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グローブ　購入の支出について
78,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外の購入の支出について
8,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にともなう腐葉土等購入（３／２３）の支出について
3,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ４つ穴ボタン　外　購入の支出について
70,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター（７５ｍｍ）ストッパー付の購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土他購入の支出について
64,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
32,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教育用壁新聞購読（５月～３月分）の支出について
12,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
79,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量バレーボール購入の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
100,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞外印刷の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　の印刷の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館内外壁改修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 スロープ補修工事の支出について
152,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（テナーサックス）修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター　修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う簡易書留郵送料（３／２４）の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ廃棄運搬費、他の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄等にかかるリサイクル料・回収料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 職場体験学習冊子送付に伴う郵送料（３／２３）の支出について
13,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２３）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ廃棄運搬費、他の支出について
54,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄等にかかるリサイクル料・回収料の支出について
8,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃委託業務の支出について
58,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
116,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
118,962
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
90,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トロンボーン　購入の支出について
171,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ジグザグミシン（学校専用モデル）購入の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 データファイル保管庫外購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメーター購入の支出について
181,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター一体型電子黒板（仕様書）購入の支出について
1,242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 貸出カード用ケース　購入の支出について
83,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架外購入の支出について
236,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あなたへ」外購入の支出について
241,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かかし」外購入の支出について
54,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「いのちの食べ方」外購入の支出について
274,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（３月分）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
37,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校内清掃用ワイパースペアほか購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保存用卒業アルバム購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント他購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングマット他買入の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
294,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 製本用麻糸他の購入の支出について
15,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花の購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ詰替え用他購入の支出について
117,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス他の購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子他の購入の支出について
21,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電光表示器外購入の支出について
114,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ購入の支出について
69,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 人台他購入の支出について
174,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
102,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他　購入の支出について
140,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー他の購入の支出について
262,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
40,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用インク他　購入の支出について
271,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット外の購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックス外の購入の支出について
146,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度卒業アルバム購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（９～２月分）購読料の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花の購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 銀ロウ他購入の支出について
231,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯ランプ外購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館舞台用旗　購入の支出について
35,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館舞台袖幕購入の支出について
172,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 堆積岩標本他の購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリー外購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電工ペンチ外購入の支出について
115,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
17,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報印刷の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン故障個所点検修理の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
81,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 大判プリンターの修理の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室ヘッドエンドの修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内床面の洗浄ワックス掛け業務委託の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器外購入の支出について
60,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バドミントンラケット外の購入の支出について
234,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 小学部　お話会　講師謝礼金の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ他の購入の支出について
15,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス作業台他購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 織機筬他の購入の支出について
12,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミラーパネル　外　購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 空間除菌剤　外　購入の支出について
57,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「養護教諭執務ハンドブック」購入の支出について
9,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
96,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 透明プレート　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 チップソー　他　刃研ぎの支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 組立式ハウス　購入の支出について
152,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 空間除菌剤　外　購入の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミラーパネル　外　購入の支出について
140,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ（集約物品）購入の支出について
842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板拭きクリーナー外購入の支出について
14,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライターの購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコンラック購入の支出について
49,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラダーロープ　外（集約物品）購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館便所系統野外排水管及び会所の改修工事の支出について
156,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室及手洗場行給水管外部漏水補修工事の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎２階煙感知器等取替補修工事の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール洗体槽・シャワー止水栓漏水補修工事の支出について
107,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水止水栓漏水補修工事の支出について
154,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽補修工事の支出について
423,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室外照明器具取替修繕工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室出入口引戸補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室洗面台他衛生設備補修の支出について
405,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高所天井蛍光灯取替補修工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本キンダーメルヘン４月～３月分購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊あかちゃんライブラリー（４～３月）外購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊プリン４～３月号の購入にかかる支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ワンダーしぜんランド４～３月外の購入の支出について
9,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳、おたよりシール　購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊初等教育資料４～３月購入にかかる支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 職員室天井型エアコン修理工事の支出について
245,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 保健室エアコン修理の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕用翻訳料の支出について
5,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕料（１名分）の支出について
162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 パソコンの購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合授業にかかる講師謝礼金の支出について
44,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ふせん　外の購入の支出について
5,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 冊子「みんなの防災ハンドブック」外購入の支出について
79,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
150,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 縄跳び講習会講師謝礼金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
286,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板（集約物品）購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣトナーカーリッジ外購入の支出について
80,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケット　購入の支出について
66,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線ミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エイサー太鼓外購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぺーパータオル外購入の支出について
134,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
156,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
101,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数ブロックセット購入の支出について
64,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリームマップワークブック購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
45,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス　他購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末外購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸他購入の支出について
36,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙整理棚他購入の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンタ専用用紙　外購入の支出について
33,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
228,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン（取替共）購入の支出について
96,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外　購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
909,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌『初等教育資料』（４～３月分）外　購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外４点購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
39,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札作成　請負の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
125,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶道教室（３／２４）にかかる用品購入の支出について
34,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベビーほうき外購入の支出について
147,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
400,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか　購入の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
51,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
78,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン　外　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
613,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札掛け用名札他購入の支出について
80,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製マット　他購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうろ外購入の支出について
11,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印鑑外購入の支出について
156,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓掃除水切り　スペアゴム外の支出について
56,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具の購入の支出について
17,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルＣＯ２・Ｏ２チェッカー１台購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外３点購入の支出について
41,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有機溶剤業務従事者安全衛生教育受講料外の支出について
864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机（片袖机）購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大直定規　外　購入の支出について
77,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用ＤＶＤ購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白玉入れ台　外　購入の支出について
48,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
457,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー外購入の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式　式次第印刷の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 後期学校新聞印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式しおり印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場手洗い場屋根補修工事の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段壁面塗装工事の支出について
199,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
7,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクションシステム外設置工事の支出について
993,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 庇部防水補修工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南玄関網入ガラス取替補修の支出について
21,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 火災報知設備修繕工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外排水管（給食室前）通管補修工事の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プール廻り柵塗装補修工事の支出について
199,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
45,360



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム外　修理の支出について
29,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄琴　修理の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ガス固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクルにかかる収集運搬料及び処理手数料の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクルにかかる収集運搬料及び処理手数料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器処分の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕翻訳料の支出について
5,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
10,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定　業務委託の支出について
462,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
30,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃の業務委託の支出について
46,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＵＳＪ付添職員入場料の支出について
16,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 画用紙外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折り紙整理棚他購入の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
52,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末外購入の支出について
62,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
82,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
354,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン１台購入の支出について
140,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓掃除水切り　スペアゴム外の支出について
51,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機購入の支出について
376,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わたしはマララ」外購入の支出について
263,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「動物の迷路」外購入の支出について
129,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学国語辞典」購入の支出について
89,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「歴史が変わったあの瞬間」外購入の支出について
67,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育講習受講会費の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者特別教育講習受講会費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤業務従事者安全衛生教育受講料外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 体力向上研修会講師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
51,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
408,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製作の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
527,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗立　ほか購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカー部ユニホーム　外購入の支出について
210,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
62,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外購入の支出について
318,060



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科ＤＶＤ他　購入の支出について
200,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外購入の支出について
79,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ教則本「パート別合唱曲選集」　他購入の支出について
211,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機受木外購入の支出について
79,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー石灰　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器　他　購入の支出について
55,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル他購入の支出について
65,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道　胴外購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール　外　購入の支出について
362,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板（集約物品）購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューバ用スタンド　購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　の購入の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水平体重計　外購入の支出について
69,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
116,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規外購入の支出について
13,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊部落解放（４月～３月）購読料外購入の支出について
21,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌ヒューマンライツ購読料（４～３月分）の支出について
5,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒ゴム印　製造の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学生机　外購入の支出について
163,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段室防火戸　補修工事の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス湯沸かし器　取替工事の支出について
45,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室窓ガラス補修工事の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ　補修　工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 カウンセリングルーム空調整備工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ不良修理工事の支出について
168,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
54,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理一式の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
28,242
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
21,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
68,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 側溝泥上げ委託の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
82,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 理科ＤＶＤ他　購入の支出について
102,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタイマ購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水平体重計　外購入の支出について
66,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「カラスの教科書」外　購入の支出について
345,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「人生はワンチャンス！」外購入の支出について
87,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔法科高校の劣等生１５」　外購入の支出について
365,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科２月分モデル謝礼の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンター用インク他　購入の支出について
242,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプター購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アンダーラップ他購入の支出について
51,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺他購入の支出について
71,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダ他購入の支出について
116,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞（９～２月分）購読料の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート他キャンプ実習用品購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証台帳（カード）の印刷経費の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 組立電池外の購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 辞典の購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイリングキャビネット購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 不透明七宝絵の具他購入の支出について
72,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
85,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製作の支出について
176,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外の購入の支出について
117,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度用生徒手帳製作の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 特練・白土他購入の支出について
293,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 司会台他購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビンラック他購入の支出について
81,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
160,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガイロープ他キャンプ用品購入の支出について
21,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍２０１５年受験用全国大学入試問題正解　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 視聴覚室及び会議室空調設備修理部品購入の支出について
58,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外の購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アサヒウィークリー４～２月分購読にかかる経費の支出について
10,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度　卒業アルバム購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度用卒業証書授与式式次第印刷の支出について
16,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引（冊子）印刷請負経費の支出について
45,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「卒業式次第」印刷の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 床洗浄・ワックス塗布作業の委託の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 アルミ合金製電動リフト保守点検業務委託の支出について
86,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全天候型スピーカー　購入の支出について
251,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
366,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビンラック他購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルアンプ購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 生徒会活動用ノートパソコン購入の支出について
332,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 司会台他購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「九年前の祈り」外　購入の支出について
172,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絶唱」外購入の支出について
210,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸の購入の支出について
48,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 綿糸セット外購入の支出について
126,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 月間ピアノ外３点購読料の支出について
26,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書生まれてくるってどんなこと？外購入の支出について
25,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 指導内容表冊子の購入の支出について
178,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク　購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ他の購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
102,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マジックテープ　外購入の支出について
24,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
245,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
97,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂スクリーン修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 研究紀要送付のための郵便料金（３／２４）の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
14,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 ふれあい動物園　委託料の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 綿糸セット外購入の支出について
103,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書生まれてくるってどんなこと？外購入の支出について
347,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 暗幕　購入の支出について
81,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パーソナルオーディオシステム　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
73,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジャム添加物入れ　他購入の支出について
127,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マイクミキサー　他購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車の購入経費の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子吸着ボード購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エイサー太鼓購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 職員用片袖机外購入の支出について
191,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　空調機の修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場西側埋設給水管　漏水補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修　工事の支出について
382,212
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口　照明スイッチ補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室窓ガラス補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階女子トイレ外補修工事の支出について
132,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ひさし樹脂防水修繕工事の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室他電気配線補修工事の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 住之江中学校　舞台吊物機構補修　工事の支出について
761,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター補修工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽外水道関係補修工事の支出について
127,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室インターホン等移設改修工事の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水栓補修工事の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽ボールタップ不良漏水修理工事の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館出入口扉ガラス補修工事の支出について
13,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者トイレドア補修工事の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階３階　２教室漏水補修工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地上デジタル補修工事の支出について
209,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井ボード張替工事　外の支出について
171,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関雨水管縦管詰り洗管補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
534,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
129,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ壁タイル補修工事他の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館スポットライト用コンセント設置工事の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 電気錠装置改造工事の支出について
344,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マイクミキサー　他購入の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
50,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊プリプリ４月～３月、特別号購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳購入の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん４月～３月号の購読料の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊キンダーメルヘン４～３月号の購入にかかる支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園児用　名札　購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊世界の昔話（４月～３月号）の購読料の支出について
5,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保健室エアコン取替工事の支出について
305,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等の揮毫の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　浄書の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育ゲストティーチャー講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 画面音声化ソフトの購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　花の土　他購入の支出について
18,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドフォン購入の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
6,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん用ボトル　外　購入の支出について
71,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印他購入の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印の購入の支出について
6,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップスペア　購入の支出について
10,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルドラムカートリッジ　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
107,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「初等教育資料」外（４～３月分）購入の支出について
13,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
128,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 徽章外購入の支出について
36,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,535,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴ほか購入の支出について
289,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消防ホース購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌おひさま（４～３月）外購入の支出について
45,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット複合機　購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
61,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
29,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　花の土　他購入の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤンマーＧＨＰ修理部品（図書室）の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンタ用トナー　外購入の支出について
146,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用ゴム印購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
224,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯バッテリー購入の支出について
34,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品用ハンガー　外　購入の支出について
98,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット製数直線シート　外　購入の支出について
181,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
35,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポートボール台　購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
3,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚キャップ購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 部落解放（月刊）購読料（４月～３月）の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室　外　購読料（４～３月分）の支出について
20,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード外の購入の支出について
47,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校内インターホン外購入の支出について
390,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌部落解放（４～３月分）購入の支出について
7,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
19,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　他購入の支出について
153,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙外の購入の支出について
135,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶用ラベルシール外購入の支出について
23,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式プログラム印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第外印刷の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 子ども新聞（３学期）印刷の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室表示ランプ電磁開閉器等取替補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西・東校舎階段手摺取付補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室空調設備修理の支出について
31,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話配線修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 緞帳補修工事の支出について
163,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ窓ガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コレーター修理の支出について
41,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスクリーンヒーティング修理の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 西校舎１階女子トイレ照明器具のスイッチ修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
55,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機修理の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 複合機修理の支出について
14,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用電子オルガン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
10,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用生むき海老外購入の支出について
380,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
39,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ回収　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ等リサイクル料外の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ等リサイクル料外の支出について
81,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 音楽室・講堂グランドピアノ他の調律の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ回収　外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
27,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 タイルカーペットの洗浄の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　請負契約の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委の手数料の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
5,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大型ゴミ処分業務委託料の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場講堂側・給食室・玄関植栽業務委託の支出について
498,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定　業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所（校舎）窓清掃業務委託の支出について
38,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃の委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足付添職員入園料（３／２６）の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
109,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ購入の支出について
299,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙芝居架外購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すてきな三にんぐみ」外購入の支出について
92,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「イソップえほん」外購入の支出について
277,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シバ犬のチャイ」外の支出について
45,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「追跡！なぞの深海生物」外購入の支出について
279,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界遺産クイズブック」外購入の支出について
111,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界のともだち」他購入の支出について
339,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「レインボー日本語辞典」外購入の支出について
93,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しげちゃん」外購入の支出について
146,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけとなかよし」外購入の支出について
292,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生ふれあい総合選択授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ　外購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな段パーツセット購入の支出について
247,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」４月～３月分　購読の支出について
8,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー　購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車購入の支出について
34,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月発行分）購入の支出について
8,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
461,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ　購入の支出について
38,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリアの購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
15,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式会場盛花　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードスキャナ　外　購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｉＰａｄケース外購入の支出について
52,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バットケース　外の購入にかかる支出について
19,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ　外　購入の支出について
64,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具　外購入の支出について
85,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印購入の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棚板　外購入の支出について
203,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　「ヒューマンライツ」外　購入の支出について
25,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳（２７年度用）製造の支出について
80,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　ニュートン　他（４～３月分）購入の支出について
41,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブックの購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷外の支出について
30,024



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室電源復旧工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れに伴うガス栓補修工事の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 一階女子トイレ配管詰り補修工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入れ替え修繕の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具改修工事の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
127,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用ひじき外購入の支出について
135,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用果実のうるおいゼリー外購入の支出について
15,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 除籍書類送付に伴う郵便切手購入（３月２６日）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル処理手数料及び運搬費の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 私立・府立高校宛３年生抄本等郵送料（３／２５）の支出について
55,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行下見にかかる交通費（３月２７日）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル処理手数料及び運搬費の支出について
3,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式バスケットゴール　購入の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バーコードスキャナ　外　購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 楽器ピッコロ購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 片袖型カウンター　外購入の支出について
300,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部外部指導者講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 救急救命講習用ＣＰＲマネキン購入の支出について
88,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
76,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直流電圧計外の購入の支出について
275,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型蛍光灯　外の購入の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子の購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用器具外の購入の支出について
151,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入の支出について
384,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
140,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校舎塗装用塗料ほか購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 数学入試対策用問題集　購入の支出について
22,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
26,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムカード　外　購入の支出について
74,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「入学指針」の印刷の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書授与式式次第印刷の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 賞状印刷の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６階実践室のテレビ台撤去工事の支出について
48,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 書道科モーターシャープナー修理の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修繕の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の生徒名等の筆耕にかかる経費の支出について
21,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 空調の室内機フィルター洗浄清掃業務委託の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 職員室用レ－ザ－プリンタ購入の支出について
57,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ　購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン外購入の支出について
101,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
21,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車他購入の支出について
51,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 応援スティック　外購入の支出について
75,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ他購入の支出について
120,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室内トイレ漏水修繕工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室内グレーチング修繕の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外　廃棄手数料及び運搬費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 自動かんな刃研磨外にかかる手数料の支出について
28,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外　廃棄手数料及び運搬費の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳びスタンド　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
15,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用肥料購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床面補修工事（民族学級）の支出について
175,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室天井側溝補修工事にかかる支出について
127,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園一階西洗面所壁面タイル張替工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂壁掛非常用放送設備アンプ取換補修工事の支出について
641,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室裏スペース補修工事の支出について
208,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館教室コンセント補修工事の支出について
52,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内自主放送変調器取替修繕の支出について
376,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール機械室扉補修工事の支出について
254,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　保安灯の修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子便所土間排水口及外部会所まで詰り修理の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 下水管及び会所枡補修工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門扉補修工事の支出について
34,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験講習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ワンダーしぜんランド」４～３月号購入の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「お話プーカ」（４月～３月分）の購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊しぜん（４月～３月）他の購読料の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「初等教育資料」４月～３月分の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 自動火災報知機用バッテリー購入の支出について
17,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「ころころえほん」（１０～３月号）外購入の支出について
4,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザートナーの購入の支出について
12,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外の購入の支出について
47,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしリクエスト４～３月外購読料の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 マイクスタンドの購入にかかる支出について
26,973
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席シール他購入の支出について
17,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 閉園記念誌の印刷製本にかかる費用の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 空調機修繕工事にかかる費用の支出について
80,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 足裏測定及び指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
12,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 方眼ノート他購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 進学指導マニュアル印刷の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 トレー型書架購入の支出について
86,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ３月分実習講師謝礼の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年手話授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ学習「おはなし会」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい相撲にかかる講師謝礼金（２／２８）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化に親しむ学習にかかる講師謝礼（３／２７）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍛え直しプログラムにおける講師への報償費の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
97,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーシートの購入の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
23,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
153,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鈴、タンバリン他低学年用楽器の購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
48,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
32,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他　購入の支出について
71,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
76,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤメモリカード外購入の支出について
13,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープの購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書レインボーマジックシリーズ外　購入の支出について
1,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ購入の支出について
36,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用カラーリング購入の支出について
3,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外の購入の支出について
93,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名印　外購入の支出について
33,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙、色画用紙購入の支出について
32,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙他　購入の支出について
76,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
74,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント購入の支出について
35,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外　購入の支出について
8,370
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
65,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
24,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンプロープ・外　購入の支出について
99,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（４～３月分）外購入の支出について
79,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外の購入の支出について
199,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットカーペット購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤毛氈の購入にかかる経費の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土板、他購入の支出について
56,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕外　購入の支出について
82,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布外購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
10,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂塗料　外購入の支出について
48,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴムの購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
34,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食ニュース購読（４月～３月分）の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌かがくのとも（４～３月分）外購入の支出について
23,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物ヒューマンライツ（６～３月分）購入の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊教育技術外（４月～３月）購読料の支出について
105,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閉校式生花購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ他購入の支出について
35,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＨＦ・ＦＭ増幅器購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
271,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗の購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックマット　半円　他購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用半紙ほかの購入の支出について
192,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切　他購入の支出について
388,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
135,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌としょかん通信（４月～３月分）購入の支出について
10,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
80,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他購入の支出について
114,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット他　購入の支出について
160,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用「校章・校名入」の名札製造の支出について
139,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材「フォニックスチャンツ」外購入の支出について
293,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用カラーリング購入の支出について
48,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリアの苗購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
46,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印他購入の支出について
31,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
731,086
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術　４～３月分他の購入の支出について
67,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤーＲスピンドル外購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙他購入の支出について
123,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級置き用国語辞典購入の支出について
53,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
836,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞３学期分　印刷の支出について
33,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　外印刷の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室他ガラス割れ替え補修工事の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階児童会室廊下側窓ガラス入替えの支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前渡り廊下塗装工事の支出について
384,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年教室窓ガラス補修の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館水銀灯取替補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳の修理の支出について
89,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ照明器具の修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウサギ小屋設置工事の支出について
907,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 温室窓ガラス他割れ替え工事の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室ガラス入替工事の支出について
3,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館緞帳修理の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大コピー機サーマルヘッド取替の支出について
96,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂スピーカー修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室机天板張り替え修理の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木琴　修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 タブレット端末修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
96,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプマイク修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書画カメラ外修理の支出について
34,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバット　テフロン再加工の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫修理の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室パネルヒーター１台修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
28,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　収集運搬料、リサイクル料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外リサイクル回収料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（音楽室）　請負の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　収集運搬料、リサイクル料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外リサイクル回収料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫料の支出について
13,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる揮毫業務委託の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
38,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
140,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブロックマット　半円　他購入の支出について
293,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター（仕様書）購入の支出について
641,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ライトドッジボール外　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
172,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コースロープの購入の支出について
203,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンビネーション遊具一式（仕様書）購入の支出について
1,166,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書レインボーマジックシリーズ外　購入の支出について
348,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アルファベットチャンツ」外　購入の支出について
43,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひよこちゃん」外購入の支出について
249,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「金の月のマヤ」外購入の支出について
287,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 わかったさんのおかしシリーズ　他購入の支出について
288,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねぇ、どれがいい？」外購入の支出について
215,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わたしたちのいもうと」　他の購入の支出について
256,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書選定学習（委員会活動）にかかる図書購入費の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のスイーツ」外購入の支出について
349,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はらぺこ　あおむし」外購入の支出について
136,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物学校保健ニュース中学校版４～３月分の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生花購入の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（４～３月分）購読料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 盛花　購入の支出について
52,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「がむしゃら行進曲」外の購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生花の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット他購入の支出について
82,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボールの購入の支出について
13,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
92,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー他購入の支出について
78,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　印刷の支出について
114,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック外購入の支出について
64,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア　鉢植えほか　購入の支出について
8,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 杉外購入の支出について
35,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　　外　　購入の支出について
127,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア鉢植え　購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
95,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ（校名入り・１００足）の購入の支出について
68,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学保健ニュース（大百科付）外１点の購入の支出について
28,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土の購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤ほか　購入の支出について
32,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札（新１年生用）製造の支出について
32,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
233,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
47,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用生花購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 盛花購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　外製造の支出について
57,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
65,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印　購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
489,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　他　の購入の支出について
65,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
310,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
53,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋　他　の購入の支出について
141,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度用生徒手帳の製造の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス　入替補修工事の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 外階段ノンスリップ金物工事の支出について
150,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送スピーカー配線修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー　修理の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂音響設備修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎増築に伴う重量物運搬業務委託（仕様書）の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴うレターパックプラス購入の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 関係機関等連絡用郵便切手購入（３／２６）の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用書類発送にかかる郵送料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 包丁外研ぎ手数料の支出について
41,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ヒナ段収納台車購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
187,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エバーマット購入の支出について
201,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
1,296,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「角川書道字典」外　購入の支出について
24,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「憲法主義」外購入の支出について
365,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「画集　時空の旅」外購入の支出について
360,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「花子とアンへの道」他　購入の支出について
222,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書選定学習（委員会活動）にかかる図書購入費の支出について
29,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ひらめき美術館」他　購入の支出について
244,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「びっくりモンスター大図鑑」外購入の支出について
352,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部外部指導者講師料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークライン他購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モーター購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外壁塗装用塗料購入の支出について
109,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 貴重品袋の購入の支出について
11,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リングスリーブ他購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室・部落解放（４～３月分）購読料の支出について
20,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ電球　購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチレスファイル他購入の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 情報サーバー用バッテリィキット購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌａｎｄ」他購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
1,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン他購入にかかる経費の支出について
244,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
119,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
161,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク他の購入経費の支出について
128,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防寒用作業服購入の支出について
63,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン用水タンク購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫他１点買入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板他購入の支出について
72,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒名前ゴム印購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ号コークス購入の支出について
80,676
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プレイドライブ（５月～４月号）の購読の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳他の製造の支出について
93,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 記録簿他印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレーヤー他購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 記録簿他印刷の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「入学のしおり」外印刷の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道館柔道場鉄製扉修理の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室空調機修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込型照明器具の安定器の修理　外の支出について
42,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 化学教室・準備室排気装置修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 追試結果の保護者通知発送に係る郵送料（３／２６の支出について
1,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 天井埋込型照明器具の安定器の修理　外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料外の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料外の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル処理手数料の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 教室カーテンクリーニング代の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 天井埋込型照明器具の安定器の修理　外の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料３月分（３月２７日）の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スキー実習付添職員客室使用料の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダーの購入経費の支出について
140,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フォーロースポットライト購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
518,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 総合学習「先輩の話を聞こう」　講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 総合学習「先輩の話を聞こう」　講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部進路　現場実習　講師謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミーティング用テーブル　外　購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用　平成２６年度理教連模擬試験　購入の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 実践障害児教育購読料（４～３月分）外購入の支出について
11,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓　他　購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　他購入の支出について
14,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 長机　購入の支出について
77,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 心理検査用具一式　購入の支出について
322,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
50,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室出入り口網戸取替工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｂ棟２階漏水補修工事の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ステンレス扉フロアヒンジ取替工事の支出について
83,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 駐車場ライン引きの支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 知的小３－１教室排水管補修工事外の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　牛乳保冷庫修理の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 パソコン廃棄の支出について
9,504
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
7,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動紙折り機　購入の支出について
124,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 締太鼓　他　購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 油圧上下式診察台購入の支出について
319,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕運機購入の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しましまとぽちぽち」他購入の支出について
335,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
131,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 知能検査用紙一式　他　購入の支出について
142,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 ミシン　他　購入の支出について
648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 カスタネット　他　購入の支出について
77,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 石けんネット　他　購入の支出について
61,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　他　購入の支出について
121,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
152,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 タップダイス　購入の支出について
348,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 板金押し切り器　他　購入の支出について
154,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 ミシン　他　購入の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 玄関用案内板他　購入の支出について
48,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マットの購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホン（仕様書）購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器他購入の支出について
10,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
85,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド万年塀補修工事の支出について
681,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂誘導灯１灯不良取替補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園補修工事の支出について
256,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室外機配管ガス漏れ補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂窓ガラス入替の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ハト対策工事の支出について
53,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構改修工事の支出について
982,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ポンプ室給水ポンプ整備補修工事の支出について
305,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　水銀灯取替工事外の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館２階製図室換気工事の支出について
81,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 樋　取替工事の支出について
123,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館庇廻り塗装工事の支出について
250,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階バスケットボールライン引替工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場漏水補修の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎４階廊下漏水等補修工事の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス　他　の取替工事の支出について
63,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４年１組ガラス入替補修工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西運動場外壁西側　左官補修工事請負の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカ取替補修の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント・手洗場テント生地張替補修の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内インターホン設置工事の支出について
429,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北館及び南館の西側階段手摺１～４階増設の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ　他　購入の支出について
217,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿器　外の購入の支出について
303,912
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
5,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳外２件　購入　の支出について
15,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌初等教育資料４月～３月号の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印の購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊　かんきょうかがく絵本　４～３月の購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ピコロ・初等教育資料（４～３月）購読料の支出について
18,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外１件購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他の購入の支出について
27,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊　サンチャイルド（４～３月号）購読料の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 テレビスタンド購入の支出について
119,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ３月分実習講師謝礼の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　そろばん学習指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算学習講師謝礼金の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用食缶１２リットル１４個購入の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書の購入の支出について
32,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトサッカーボール購入の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外　購入の支出について
93,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
63,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ園芸三脚外購入の支出について
60,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級健康簿製造の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あき包丁外購入の支出について
107,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォーターペン　外　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室扉用戸車購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紫外線カットフィルム　購入の支出について
329,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ外購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度卒業アルバム購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他購入の支出について
34,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
102,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「はてなで学ぶ保健指導」購入の支出について
47,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発泡スチロールボード購入の支出について
20,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パッキングケース外購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外購入の支出について
118,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液外購入の支出について
13,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールグローブ他購入の支出について
24,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
82,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル樹脂板　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ、他購入の支出について
45,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作マット他の購入の支出について
81,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗の購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「健康の記録」印刷の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント　外　購入の支出について
84,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機の直接感熱紙外購入の支出について
97,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット・外　購入の支出について
8,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術（４～３月分）ほかの購入の支出について
75,030
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター設置用金具他購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
229,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙（一般汎用）外購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス用ドリル　外の購入の支出について
42,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ドライバー外購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
48,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外　購入の支出について
53,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース外購入の支出について
154,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名印　外購入の支出について
80,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（５～４月分）外の購読の支出について
19,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
46,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（手指消毒用）他購入の支出について
190,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キンサンモセット外購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 診察用寝台・外　購入の支出について
40,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「心とからだの健康」購読料６～３月分購入の支出について
7,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
41,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面ブロックセット外購入の支出について
62,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロッカー外の購入の支出について
98,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定規セット　外　購入の支出について
28,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞、卒業式次第印刷の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期分）　印刷の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ガラス取替工事の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館安定器補修工事の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プールサイド洗体槽塗装工事の支出について
182,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室溝補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
22,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室電源補修工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送機器修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇の修理の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館舞台幕補修の支出について
92,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室移動二槽シンク修理の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式バスケットゴール修理の支出について
257,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 直流電流計修理の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定検定料（転入による追加分）の支出について
1,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 水銀体温計引き取りの支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書再揮毫業務の支出について
1,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃の業務委託の支出について
118,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
144,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
64,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校門側植栽業務委託の支出について
499,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マレット・外　購入の支出について
45,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンター　外　購入の支出について
71,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいぞくポケット」外購入の支出について
159,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学館あーとぶっく」他購入の支出について
352,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　天空の少年ニコロ外購入の支出について
367,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵本新美南吉の世界」他購入の支出について
100,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動物の迷路」　外　購入の支出について
241,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クレセント購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石　灰の購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　外　製造の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
22,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
94,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊雑誌　健康教室（９月～３月分）外購入の支出について
21,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
2,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健（４月～３月分）外購読料の支出について
15,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
47,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式　盛花　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクレコーダー　外　購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用プレパラート他　購入の支出について
261,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー購入の支出について
79,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月分）外の支出について
40,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育（学科）受講料他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用盛花購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダー　外　購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
52,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集会テント用支柱　他　の購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硬式テニスボール購入の支出について
23,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーキングペン購入の支出について
3,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硝酸カリウム他購入の支出について
44,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生花の購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 盛花購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーホルダー購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
349,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－４扉ガラス入替工事の支出について
2,808
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー　修理の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館一文字幕校章　修理の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路書類送付に伴う郵便切手の購入（３／２７）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路用抄本送付に伴う郵便切手の購入３／２７の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律請負の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
40,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 一泊移住下見にかかる通行料（３／３０）の支出について
8,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコン（仕様書）購入の支出について
759,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホッピングマット購入の支出について
227,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 『これで完ぺき！陸上競技』他図書館用図書購入の支出について
281,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「空へ」他購入の支出について
186,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ニューワイド」外購入の支出について
204,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育（学科）受講料他の支出について
8,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子購入の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立ての鍵購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
58,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッチングマシン修理の支出について
395,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
34,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 角イス　外　購入の支出について
153,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
112,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タワシ外購入の支出について
161,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
7,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食品模型外購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 三輪車外購入の支出について
194,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽科教授用楽器　購入の支出について
152,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　損害保険料 高等部現場実習にかかる保険料の支出について
820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
76,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 ３階図工室改修工事の支出について
823,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ダイブボール　購入の支出について
4,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクターの購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　他　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳モーター補修工事の支出について
598,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プレイルーム２漏電ブレーカー不良取替補修工事の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館緞帳補修工事の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 作法室外窓ガラス入替工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 硝子割れ替え工事の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット及びウインチ交換補修工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管整備工事の支出について
195,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定遊具撤去工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 アコーディオンカーテン取り付け工事の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機　他　購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
9,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カセットＣＤデッキ　外２件の購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 裁断機（Ａ３版）外１件　購入の支出について
32,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌キンダーメルヘン４～３月号他の購入の支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵の具の購入の支出について
37,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パイプ式ファイル外の購入の支出について
22,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
6,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 連結式立方体ブロック（園庭遊具）購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものともセレクション４～３月購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,222,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階照明器具取換工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 空調機設置及び移設工事の支出について
644,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 土留丸太杭取替工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕代の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「優駿（上）」外購入の支出について
76,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ外購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教室保管図書「世界の名作絵本」外の購入の支出について
36,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
23,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザープリンタスタンド外購入の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「和楽器体験」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書き初め大会にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年・４年そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室講師謝礼金の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 芸術文化体験における書道家への謝礼の支出について
17,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「そろばん」学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「そろばん」学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習「和楽器体験」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「小１教育技術」（４月～３月号）外購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 肥料外購入の支出について
84,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナワトビ（団体用）　購入の支出について
18,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板ソフトウェア購入の支出について
398,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
289,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「教育技術」（４～３月分）購読料の支出について
59,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
166,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉他購入の支出について
45,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型算数セット他８点の購入の支出について
244,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一」外購入の支出について
39,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
8,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
363,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
261,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
182,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製版用原紙　外　購入の支出について
88,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字指導黒板外購入の支出について
93,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外の購入の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花・野菜用　土　ほかの購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
136,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールロッカー購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用椅子購入の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
427,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊　健　４～３月号ほか　購入の支出について
35,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品収納バッグ他購入の支出について
188,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンレール外２２件購入の支出について
86,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙四つ切他購入の支出について
72,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質紙　外購入の支出について
92,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルテープ外購入の支出について
30,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
89,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
12,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
364,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 盛り花（卒業式用）外購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール外購入の支出について
62,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓋付湯呑茶碗購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（１年～６年）製造の支出について
87,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
277,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭用掃除機紙パック式購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面マグネット式九九カード他購入の支出について
238,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム（学校保存用）購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　他購入の支出について
39,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　外　購入の支出について
53,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
59,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用ゴム印購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室机・椅子セット　外　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽シール　ほかの購入の支出について
400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装セットンマゴジャセット　外　購入の支出について
89,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　外購入の支出について
9,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
66,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外の購入の支出について
95,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年生名札製造の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白タオルおしぼりサイズ他購入の支出について
14,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート白板・外　購入の支出について
61,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンプ付空ボトル外購入の支出について
27,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外の購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大なわ　購入の支出について
19,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯垢染め出し液　外購入の支出について
17,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閲覧椅子の購入の支出について
398,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
98,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
81,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「学校経営の危機管理」購入の支出について
3,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外購入の支出について
180,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」他購入の支出について
30,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用バレン他購入の支出について
7,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア鉢花外購入の支出について
37,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙　外購入の支出について
162,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引き」購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 圧力鍋購入の支出について
5,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
62,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造請負の支出について
18,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日小学生新聞購読料（４月～２月分）購入の支出について
19,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パワーアップテスト国語外３件購入の支出について
323,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオミニプラグケーブル　外　購入の支出について
116,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外の購入の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン　外の購入の支出について
204,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
45,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式丸のこ外購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外購入の支出について
46,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目方眼模造紙　ほかの購入の支出について
105,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
54,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックスほか　購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターラベル外購入の支出について
155,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど　外　購入の支出について
49,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンジー苗　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
82,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
189,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステップ台　外購入の支出について
24,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
52,170
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レバー式リングファイル外　購入の支出について
50,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空間除菌剤の購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用培養土及び腐葉土（３／３０）の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４白上質紙９０ｋｇ他購入の支出について
49,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
152,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外５件購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多様な体験活動用　クローバー種代（３／３０）の支出について
3,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント集「まるごと宿題６年１」外購入の支出について
14,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典外購入の支出について
86,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぞうきん外　購入の支出について
207,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器　外　購入の支出について
77,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　月刊「健」４月～３月分　外　購入の支出について
32,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　小１～６教育技術　年間購読料の支出について
72,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札の製造の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滑り止めシート　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
44,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット　外購入の支出について
306,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期分）印刷の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究集録印刷の支出について
76,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第の印刷の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞・卒業式次第印刷の支出について
74,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 詩集印刷の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 第４９回卒業式式次第印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本費の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷代の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞３学期（８２号）印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期分）印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
84,050,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 水銀灯安定器補修工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ配管補修工事の支出について
73,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクター機器取付工事の支出について
71,498
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階女子トイレフラッシュバブル内部部品取替修膳の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前土間外補修工事の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室床面補修工事の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 街灯制御盤入替補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 配管詰まり補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習園給水配管補修工事の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 看板設置工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室カーペット張替床面補修工事の支出について
724,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスわれ替え工事の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室ガス漏れ緊急補修の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター取付・配線工事の支出について
330,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下壁面補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室　破損ガラスの取換補修工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール補給水用バルブ取替工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 配電盤補修工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸補修設置工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室前廊下壁補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定かまど修理の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管機（給食用）の修理の支出について
58,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室蛍光灯安定器取替修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室　パワーアンプの修理の支出について
56,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　フライヤー修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機（給食用）の修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸の修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用給湯器　修理の支出について
153,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理費用の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動二槽シンク修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室衣類乾燥機修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食毒保管庫修理の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏木琴　外　修理の支出について
49,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送装置修理の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバ修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サウンドシステム修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄にかかるリサイクル料及び回収料の支出について
4,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 地域高齢者との文通に伴う切手等購入にかかる経費の支出について
12,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄にかかるリサイクル料及び回収料の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
27,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ（２台）調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕の支出について
17,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
21,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
18,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
5,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書にかかる筆耕翻訳料の支出について
1,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務委託の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕の支出について
12,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
23,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 英語教育４年生英会話学習委託料の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務請負の支出について
59,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ノートＰＣ設定　業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
65,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 業務委託校内高所窓清掃の支出について
144,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
101,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床研磨　外業務委託の支出について
497,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「絵本ライブ」業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新館２・３階廊下清掃ワックス掛け業務委託の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育にかかる効果測定業務委託の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
250,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 英語教育３年生英会話学習委託料の支出について
77,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託料の支出について
76,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
152,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱購入の支出について
128,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末購入の支出について
399,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ椅子用台車　購入の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教室机・椅子セット　外　購入の支出について
56,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カーテン外購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 看板購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 楽器　外　購入の支出について
102,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外の購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動糸のこ機械　購入の支出について
105,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 音楽シール　ほかの購入の支出について
198,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ウサギのフローレンス」外購入の支出について
26,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学館の図鑑ＮＥＯ」他購入の支出について
357,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あんたへ」　外　購入の支出について
292,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリシリーズ」外購入の支出について
67,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さがそ！シリーズ外」購入の支出について
355,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かざろうきりがみ」外購入の支出について
47,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「社会で活躍する犬たち」外購入の支出について
125,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ネイマール」外購入の支出について
82,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こそあどの森の物語」外購入の支出について
30,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぱんつくったよ」外　購入の支出について
3,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こくごだいすき」　外　購入の支出について
399,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天山の巫女ソニン」外購入の支出について
360,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポプラディア」ほか　の購入の支出について
376,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おだんごぱん」外の購入の支出について
331,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保管用卒業アルバム購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入の支出について
203,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業文集　購入の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 感光体ユニット購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（６種）購入の支出について
237,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「妖怪ウォッチメドレー」外購入の支出について
27,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕購入の支出について
20,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 枝切りハサミ外８点購入の支出について
59,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
57,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋他購入の支出について
95,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
79,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
348,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク購入の支出について
115,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗（ストック）外購入の支出について
26,136
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花の購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
82,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「月刊ＭＯＥ」購入（６～３月）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子外購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外　購入の支出について
272,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮台　ほか　購入の支出について
29,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードアンプ購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
311,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外　購入の支出について
55,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 埋筒クリーナー外購入の支出について
175,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 畳購入の支出について
98,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　他　購入の支出について
221,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム他１１点購入の支出について
116,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学生机他購入の支出について
289,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣ接続コード　外購入の支出について
31,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナー購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上カウンター　外　購入の支出について
18,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「バンドジャーナル」（５月～３月分）外購入の支出について
14,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
55,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
15,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用石灰購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「健・健康教室」年間購読の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗他購入の支出について
63,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　　購入の支出について
63,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　他　購入の支出について
63,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用活け花購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割表用紙の購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡他１点購入の支出について
181,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
54,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
84,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー外　購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　他購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットパソコン　外　購入の支出について
300,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
135,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
205,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モーター外購入の支出について
107,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊　健（４月～３月分）外　購入の支出について
43,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
343,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札の製造の支出について
37,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化カルシウムの購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子　外　購入の支出について
248,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
81,486
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷製本の支出について
66,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
119,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用生花（盛花）講堂用外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオプレーヤー外購入の支出について
40,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
248,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
5,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外購入の支出について
122,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「学校図書館」（４月～３月分）外購入の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外購入の支出について
257,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナー外購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用やかん外購入の支出について
56,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度　新入生　氏名ゴム印　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
66,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール収納外購入の支出について
108,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
98,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館購読料（４月～３月・速報版）の支出について
16,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
126,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器（ガス小型湯沸器）　購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
102,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 盛り花購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　購入の支出について
16,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製作の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ外購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草焼きバーナー他購入の支出について
10,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「北稜誌」印刷製本の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２６年度卒業式プログラム印刷の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
41,189,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 更衣室照明補修工事の支出について
9,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 尿石除去　補修の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室スリガラス緊急補修の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具昇降装置補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替工事の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗器排水管取替工事の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫外鍵等取替工事の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
115,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過室シャッター取替工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器自動水洗修理の支出について
29,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外　修理の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外　修理の支出について
125,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（サテリオ）修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 １階　放送室鍵　修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具交換修繕料の支出について
130,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（フルート、他）修理の支出について
79,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸鋸機械修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／３０）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 高校進学書類及び給食費関係文書の郵送料３／３１の支出について
64,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 高校への入学書類送付に伴う郵送料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室カーテンのクリーニング処理手数料の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 残土処理手数料の支出について
358,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃研ぎの支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる処理手数料の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
11,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務委託の支出について
15,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 移動式バスケットゴール処分業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学級集団アセスメント診断業務委託の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スーザフォン購入の支出について
353,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス　購入の支出について
163,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外抜差式テニス支柱外購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 複合機　購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＯＡ用椅子外購入の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーボール外　購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
227,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折り畳み指揮台　購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイレコーダー　購入の支出について
297,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮台　ほか　購入の支出について
63,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外　購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
213,192
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール収納外購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 複合機　外　購入の支出について
126,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動紙折り機　購入の支出について
319,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給湯器　購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「岩波ジュニア新書セット」外購入の支出について
365,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新明解国語辞典」外購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つちくれさん」外　購入の支出について
260,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
62,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
6,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
523,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,591,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
11,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,158,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 短冊黒板　外１点購入の支出について
5,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教授用２０玉そろばん　購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機　外購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 棒磁石　外　購入の支出について
92,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校庭用仕切り杭の購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クマデ購入の支出について
1,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 雑巾掛け　外購入の支出について
85,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 職員用椅子購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スキャナー　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティンバレス　外　購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工具バック　外　購入の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門オートロック補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取替工事の支出について
39,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室冷媒管ガス漏れ補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎オートロック式通用門補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台前開閉式ネット補修工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械室雨漏り補修及び煙突内断熱材補修工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調用ＧＨＰ補修工事の支出について
273,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎航空機騒音対策ダクトカバー外壁補修工事の支出について
999,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明ランプ取替工事の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 室内機分解修繕工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 更衣室・部室　排煙窓補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
417,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯補修工事の支出について
138,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高天井の水銀灯照明補修工事の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ扉補修工事の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
9,612
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室照明器具補修工事の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　破損ガラスの取換補修工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室排水補修工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 マイクコンセント取替え補修工事の支出について
54,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽給水装置補修工事の支出について
109,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽給水設備修繕工事の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室・事務室・多目的室　照明補修工事の支出について
189,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部排水管洗浄およびＧＴ桝洗浄工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁電気ＢＯＸ周辺漏水補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階２－２前廊下漏水補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール塗装補修工事の支出について
997,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス破損修理の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
203,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂入口ガラス入替工事の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント取替え補修工事の支出について
11,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明用コンクリート柱安全マット設置工事の支出について
227,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓及び出入口ガラス補修の支出について
16,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外非常階段フェンス塗装補修工事の支出について
310,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館蛍光灯取替工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室および同準備室空調機整備の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外灯補修工事の支出について
141,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館スポットライト用コンセント設置工事の支出について
199,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館横渡り廊下側溝新設補修工事の支出について
496,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札の購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　初等教育資料　４月～３月の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート他購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ぴっかり４～３月他購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌学研おはなしプーカ４～３月号購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊キンダーブック１　４～３月購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊初等教育（４～３月）購読料の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＯＡ椅子８台購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
18,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊もこちゃんチャイルド（４～３月）他購読料の支出について
12,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌サンチャイルド他４～３月号購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊ちいさなかがくのとも４～３月他購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
15,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳購入の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 普通紙ファックス購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 正門横小門オートロック錠不具合修繕の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
23,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用図書「霧のむこうのふしぎな町」外購入の支出について
82,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「ＢｉｇＢｏｏｋｓＳｔａｇｅ１」外購入の支出について
112,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 外付ハードディスク購入の支出について
14,688
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験活動講師謝礼金の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金（１０／２４）の支出について
34,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校珠算授業にかかる講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修　講師謝礼の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　月刊誌　健康教室４～３月分外　購読料の支出について
35,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ錠購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
27,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
72,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用椅子購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター交換用ランプ購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツツジ苗　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
39,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞架　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
694,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツ石灰の購入の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あき蒸しホテルパン外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末用ソフトケース外購入の支出について
27,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
385,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
239,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度教師用教科書　新しい国語六外購入の支出について
35,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリムラジリアン苗　の購入にかかる経費の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
97,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電池外購入の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健調査票印刷の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット購入の支出について
27,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」購読料（４月～３月分）の支出について
11,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　外購入の支出について
24,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　外１点購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
852,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一」外購入の支出について
110,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン式ブロワ　購入の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　外　購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外２点　購入の支出について
97,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰２０ｋｇ外購入の支出について
188,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定試薬　外　購入の支出について
76,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
8,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外購入の支出について
90,072
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライワイパースペア外購入の支出について
14,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントカーペット外購入の支出について
99,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　他購入の支出について
74,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
192,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
333,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
571,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度用児童用名札（刺繍入り）購入の支出について
26,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　あたらしい体育　購入の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットマグネットシート　購入の支出について
1,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
7,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札ほか購入の支出について
20,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国人教育用カンフー服他の購入の支出について
130,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平均台　外購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
48,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス管ほか購入の支出について
184,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量油粘土　外購入の支出について
88,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪投げ　小　外購入の支出について
28,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い切り手袋ほか購入の支出について
18,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
38,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰの部品（圧力変換器　外）購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防塵用マット　外購入の支出について
242,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　他　購入の支出について
115,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール　外購入の支出について
53,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
66,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球フェンスの購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
51,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学図書館ニュース（４～３月）年間購読料の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーほうき　購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
79,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えのもり文庫「ＺＯＯＭ大図鑑」外購入の支出について
85,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンたわし他購入の支出について
60,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 針なしステープラー他購入の支出について
140,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けんだま外購入の支出について
34,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
116,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　他購入の支出について
89,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
97,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
197,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
195,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
369,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用のドリル　外　購入の支出について
97,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル運搬車外購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　コンガ　外　購入の支出について
177,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン　ほか購入の支出について
133,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校名入り封筒購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 文集「敷津の子」印刷の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（三学期）印刷の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
15,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（三学期）印刷の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
45,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）印刷の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期）の印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　３学期号外　印刷の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 読書通帳印刷の支出について
113,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（後期）印刷の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「柏の芽」（３学期分）印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西・東門塗装工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 下水溝補修工事の支出について
176,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 既設遊具の撤去工事の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階１－１教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室用水栓上部取替工事の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室給水管補修の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレ便器つまり　外補修工事の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ホール壁塗装工事の支出について
103,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 シャッター補修の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扇風機４台設置用配線工事の支出について
47,628
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
94,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修工事の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 浸透ホース水漏れ補修工事の支出について
178,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 草刈機修理の支出について
7,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバ修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノの修理代の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤビデオデッキの修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３－２教室照明器具修理の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバの修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソグラフ　ＲＺ５３０）の修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ガス回転釜修理の支出について
44,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒補修の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄にかかるリサイクル料・回収料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機用刃研ぎの支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 児童英検学校版受験料の支出について
169,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
31,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄にかかるリサイクル料・回収料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の浄書にかかる費用の支出について
6,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務　委託の支出について
49,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ワックス掛け及び尿石除去業務委託の支出について
142,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場北側・東側植栽業務委託の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ネットワーク接続設定調整委託の支出について
325,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定　外　業務委託の支出について
140,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 瓦屋町グラウンド使用料２，３学期分（３／３１）の支出について
218,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンタ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクターの購入の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル一眼レフカメラ　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファックス送受信機購入の支出について
36,720



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コレーター（丁合機）購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ　購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　鉄琴　購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まどからのおくりもの」外購入の支出について
177,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あいうえおうさま」外購入の支出について
372,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本のくらしの知恵事典」外購入の支出について
50,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うそ（金の星社）」外購入の支出について
40,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「風立ちぬ」外購入の支出について
110,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「へんしんライブラリー」購入の支出について
3,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
237,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 けんだま外購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用児童図書（魔法の庭ものがたり他）の購入の支出について
384,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　国語辞典　他購入の支出について
387,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「げんきをつくる食育えほん」外購入の支出について
55,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「なおみ」外購入の支出について
18,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけのクリリン」　外購入の支出について
215,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　まんが落語ものがたり事典外購入の支出について
17,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書オー・ヘンリーセレクション外購入の支出について
59,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きせつの図鑑」他の購入の支出について
60,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「学研の図鑑ＬＩＶＥ」外購入の支出について
28,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生花（つぼ花）購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式生花購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札の購入にかかる支出について
56,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー　購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー外の購入の支出について
142,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキ、他購入の支出について
53,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 立体模型セット　他　購入の支出について
159,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー専用替刃外購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 緊急対応用医薬品の購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用給食ニュース（４月～３月分）購読の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボックス　外購入の支出について
54,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 厚手ビニールカーテン　購入の支出について
98,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
200,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
51,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 数学科ソフト教材　購入の支出について
40,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 机・椅子セット外購入の支出について
189,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッパ外購入の支出について
199,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」購読料（４～３月分）の支出について
8,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 過酸化水素水　外　購入の支出について
209,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ヒューマンライツ」　外購読料の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
147,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー外購入の支出について
211,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生花（卒業式　式場用）　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「養護教諭ー毎日の執務とその工夫ー」購入の支出について
1,810
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用　盛花　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック外購入の支出について
63,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜『ＭＴ．Ｅｖｅｒｅｓｔ』　外　購入の支出について
203,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用生花、他購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印の購入にかかる支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　他購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 細断器　外（集約物品）購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め塗料　外　購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度生徒手帳　製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
17,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
130,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型モップ　外　購入の支出について
47,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
28,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て　外　購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外購入の支出について
14,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用つぼ花購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　他購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他１５点購入の支出について
158,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 物置の屋根購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊健康教室他（４月～３月分）購入の支出について
29,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子外購入の支出について
257,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印　購入の支出について
22,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札製造の支出について
39,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機の購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４インクジェット用両面印刷紙外購入の支出について
55,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
65,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「月刊誌　健　４月～３月分」外　購入の支出について
21,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
537,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
92,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 芝刈り機外購入の支出について
4,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外　購入の支出について
72,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「特別支援教育ハンドブック」購入の支出について
3,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボールゴール用ネット外　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札　製造の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式式場の生花外の購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
88,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
357,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
390,275
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ灯光器１００Ｗ他購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカードリーダー外　購入の支出について
183,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 式典用盛花一式　の購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２６年度卒業アルバム購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度分生徒手帳製造の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗用ポール　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊　健　購読料（４月～３月分）の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校時間割作成ソフト購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンプリンタートナーカートリッジの購入の支出について
127,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生物実習材料　ほか　購入の支出について
93,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「Ｎｅｗｓがわかる」外の購入の支出について
101,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯器具　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外付型ハードディスク　購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
480,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「夕陽丘の笑顔」リーフレット印刷の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第および学校新聞印刷の支出について
77,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウオータークーラーの取付設置工事の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 印刷室照明補修工事の支出について
9,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室クロス貼替工事の支出について
225,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉改修工事の支出について
197,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館間仕切防球ネット補修工事の支出について
153,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階廊下土間補修工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過機　補修　工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 連絡用黒板張替工事の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館壁面大時計修理工事の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
3,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
45,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット外修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 本館１階相談室照明器具修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外　修理の支出について
74,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ　外修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ハーモニーディレクター修理他の支出について
54,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パソコン液晶修理の支出について
103,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　の修理の支出について
57,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール内の電設時計修理の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ移動外の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 給食費返金額通知書郵送用切手購入（３／３１）の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導書類送付に伴う郵送料（３月３１日）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ移動外の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律に係る手数料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 舞台幕清掃の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去等清掃業務委託の支出について
107,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 １階乾式トイレの清掃及び消毒業務委託の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
70,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター用ＩＴカート　の購入の支出について
209,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書棚　購入の支出について
137,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソプラノサクソフォン　購入の支出について
318,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンドボールゴール用ネット外　購入の支出について
120,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バンドソー専用替刃外購入の支出について
81,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー外購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 芝刈り機外購入の支出について
51,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウオータークーラーの購入にかかる支出について
133,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
567,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品庫購入の支出について
214,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　購入の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 細断器　外（集約物品）購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
204,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 椅子購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　妖怪ぞろぞろ俳句の本外購入の支出について
330,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「写真絵本国境なき医師団」外　購入の支出について
389,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「エアーマン」外　購入の支出について
55,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新・字形と筆順」外購入の支出について
352,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「橋はかかる」ほか購入の支出について
289,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 アスリート実習　講師料の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バスケットボール部　外部指導者講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
51,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
24,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 工業教育（５・７・９・１１・１・３月分）購読料の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり他キャンプ実習用品購入の支出について
21,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
84,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌コーチングクリニック他（４月～３月分）購読の支出について
85,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター他購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＰＳ交換用バッテリー　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外の購入の支出について
37,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テンプレート他　購入の支出について
182,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電気炉ヒータ－および付属品購入の支出について
80,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ばねばかり他購入の支出について
290,444
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他１点買入の支出について
83,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科実習用カーボン紙白八つ切り他購入の支出について
46,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 高校生活（冊子）の印刷請負経費の支出について
33,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒個人写真焼増しの支出について
20,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「入学のしおり」印刷の支出について
38,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡修理の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電波障害共架料（４月～３月分）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 ２年生大学見学会　大型バス賃借料の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター他購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　購入の支出について
87,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 引違書庫　購入の支出について
145,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　珈琲店タレーランの事件簿他の購入の支出について
67,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
26,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙四ツ切　他　購入の支出について
310,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
3,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル　他　購入の支出について
127,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
118,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機　他　購入の支出について
94,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井水漏れ補修の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内ＬＡＮサーバ修理の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
87,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃　業務委託の支出について
150,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内用マット購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
63,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 アイロン　他　購入の支出について
137,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 印箱　他　購入の支出について
190,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 カードケース　他　購入の支出について
70,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 数学教材作成ソフト購入の支出について
29,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アングル棚の購入経費の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校長室用　机　購入の支出について
57,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 低学年用サッカーボール　購入の支出について
72,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
67,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
251,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ネームケース　購入の支出について
85,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルミ傘立ての購入の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 細断器　外（集約物品）購入の支出について
38,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構補修工事の支出について
983,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階５－１廊下側ガラス１枚修理工事の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
260,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター補修及び正門戸車取替補修工事の支出について
204,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段ノンスリップシート貼り工事の支出について
594,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技棟鉄扉フランス落とし外補修の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場改修工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管および整備の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
18,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕費用の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気スイッチ　移設工事の支出について
46,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス等入替補修工事の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎３階体育館用具倉庫ガラス取替工事の支出について
5,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビ設備補修工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレーボール床金具取替補修工事の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室床面補修　工事の支出について
252,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替工事の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館男子トイレ身障者用つまり補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー撤去・新設工事の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 舞台吊物機構補修工事の支出について
433,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書準備室照明補修工事の支出について
20,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館５階音楽室換気扇取替補修の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館女子トイレ天井漏水補修工事の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール南側～第３運動場門フェンス設置工事の支出について
313,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン増設配線工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防犯カメラ設置工事の支出について
394,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
282,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
12,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
15,066

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
545,863

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
57,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
378

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,984

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
1,507

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
42,478

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
41,026

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
483,822

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
198,422

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
199,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,280

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
692,060
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
25,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
104,610

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
928,103

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
95,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
50,280

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
877,376

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
25,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
28,939,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
149,812,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
46,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
66,042,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
11,316,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
46,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期の支給について
7,256,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
497,406

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
300,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成27年03月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
214,598

消防局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（１月分）
6,231

消防局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（１月分）
2,174

消防局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（１月分）
337,158

消防局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（１月分）
250,056

消防局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（１月分）の支出について
187,488

消防局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯Ａほか２３点の購入経費の支出について
459,756

消防局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１月分）
2,624

消防局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（１月分）
8,106

消防局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「大阪市消防関係例規集追録第４３８号」購入経費の支出について
80,460

消防局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（１月分）の支出について（単価契約）
485,092

消防局 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（１月分）
1,868

消防局 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１月分）
5,000

消防局 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局１月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（２月分）
5,468

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 司令課用管外出張旅費の支出について（第５回緊急消防援助隊全国合同訓練ワーキンググループ（第１回））
969

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（第２３回全国救急隊員シンポジウムの開催に伴う職員派遣）
148,080

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用管外出張旅費の支出について（徳島県消防学校への講師派遣）
52

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（消防防災科学技術賞選考委員会）
1,040

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用管外出張旅費の支出について（自主防災組織育成短期講習会に伴う職員派遣）
23,200

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員用　煎茶ほか１点の購入経費の支出について
68,580

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「大阪市消防関係例規集追録第４３９号」購入経費の支出について
80,460

消防局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用自動車損害共済費の支出について（平成26年度分）
9,551

消防局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 平成２７年消防記念日表彰式用　額縁ほか１点の購入経費の支出について
388,702

消防局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 消防記念日表彰式用　記念日表彰式名簿の印刷経費の支出について
62,370

消防局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２７年大阪市消防出初式用　平成２７年大阪市消防出初式撮影等及び記録映像制作業務委託に係る経費の支出について
557,280

消防局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（全国消防防災主管課長会議の開催に伴う職員派遣）
57,000

消防局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用管外出張旅費の支出について（三重県消防学校への講師派遣）
7,160

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（緊急消防援助隊の登録に係るヒアリングへの職員派遣）
57,680

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「建築関係ＪＩＳ要覧追録３３０号ほか１点」購入経費の支出について
8,994

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録１０６６－１０８０号ほか１点」の購入経費の支出について
167,277



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０７２号ほか１点」購入経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（２月分）
32,901

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（２月分）
270,889

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（２月分）
304,231

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（２月分）
257,327

消防局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局２月分）
5,404

消防局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
3,796

消防局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
3,796

消防局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
7,592

消防局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　委嘱状郵送に伴う経費の支出について
110,295

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
211,460

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
9,008

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「大阪市消防関係例規集追録第４４０号」購入経費の支出について
80,460

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
360

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
6,900

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
59,926

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
2,052

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局２月分）
5,360

消防局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
1,000

消防局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市消防出初式用　警戒腕章の購入経費の支出について
73,440

消防局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　退任表彰者への表彰楯及び関係書類の送付にかかる経費の支出について
31,870

消防局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　修正テープほか８点の購入経費の支出について
33,879

消防局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（２月分）
2,616,228

消防局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２６年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（２月分）
31,488

消防局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（２月分）
4,181

消防局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（２月分）
154,050

消防局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年消防記念日表彰式用　会場使用料の支出について
311,348

消防局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（２月分）
82,274

消防局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　産業廃棄物(廃油)収集運搬処理業務委託経費の支出について
79,380

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
12,305

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
25,859

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（「石油コンビナート事務担当者研修会」及び「都道府県及び指定都市危険物規制事務担当者会議」に伴う職員派遣）
28,960

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（総務省消防庁研修員の帰阪）
29,240

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（第１１１回近畿救急医学研究会及び近畿救急医学研究会第１４３回救急隊員部会の開催に伴う職員派遣）
4,560

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度機関員委託研修（１１月分））
67,660

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（職員派遣に係る勤務条件等に関する調整）
60,200

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（全国消防長会実務研修員の帰阪）
29,640

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用管外出張旅費の支出について（総務省消防庁との事前調整に係る職員派遣）
29,280

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（平成２６年度機関員委託研修（１２月分））
82,920

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空機検査業務サーキュラー集追録５１号　買入」にかかる経費の支出について
3,200

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「現行法規総覧追録１０８１－１０９４号　買入」にかかる経費の支出について
15,736

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
182,751

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（２月分）
32,400

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（２月分）
2,209

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（２月分）
223,382

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（２月分）
315,654

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手２８０円ほか７点の購入経費の支出について
240,400

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（２月分）の支出について
341,852
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消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
604,260

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局高度専門教育訓練センター定期清掃業務委託料の支出について（１・２月分）
155,831

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２６年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
370,796

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（２月分）
6,231

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局２月分）
21,290

消防局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
143,434

消防局 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員健康管理用　ＨＢワクチン接種等業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について
2,876,828

消防局 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員採用用　雇入れ時健康診断業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（２回目／全２回）
316,181

消防局 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員健康管理用　平成26年度高気圧業務定期健康診断業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について
819,072

消防局 人事課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 交通事故防止用　平成26年度運転適性検査に係る経費の支出について
153,647

消防局 施設課 平成27年03月03日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　天王寺消防署ＣＯ２ボンベ庫改修工事費の支出について
534,600

消防局 施設課 平成27年03月05日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　生野消防署非常用発電設備その他改修機械設備工事の中間前払金の支出について
4,160,000

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所事務室空調室外機修理に係る経費の支出について
334,800

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　消防局照明制御設備修理に係る経費の支出について
124,200

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　制服用名札買入に係る経費の支出について
28,080

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害活動用　操縦士用革手袋の購入経費の支出について
57,024

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 旅費　普通旅費 施設課用管外出張旅費の支出について（生野消防署非常用発電設備その他改修工事に伴う自家発電機設備の工場検査に係る旅費）
78,720

消防局 施設課 平成27年03月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 旅費　普通旅費 施設課用管外出張旅費の支出について（東住吉消防署非常用発電設備その他改修工事に伴う自家発電機設備の工場検査に係る旅費）
78,720

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用燃料（１月分）の支出について
1,788,595

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（消防局）第４四半期（１月分）の支出について
4,595,616

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油（消防局）第４四半期（１月分）の支出について
831,360

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　軽油（消防局）第４四半期（水上消防署）の支出について（１月分）
287,280

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（１月分）
1,017,310

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（旭消防署）の支出について（１月分）
72,384

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）の支出について（１月分）
3,450,981

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　免税軽油（消防局船舶）第４四半期（１月分）の支出について（ゆめしま）
7,516

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）の支出について（１月分）
185,960

消防局 施設課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料　軽油スタンド給油分（消防局）の支出について（12月追加分）
1,394

消防局 施設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　阿倍野消防署防水改修工事の前払金の支出について
3,540,000

消防局 施設課 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス警報器Ａほか２点の購入経費の支出について
163,080

消防局 施設課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　淀川消防署自家給油所油面計修理に係る経費の支出について
209,088

消防局 施設課 平成27年03月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　都島消防署外壁その他改修ガス設備工事費の支出について
146,880

消防局 施設課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託料の支出について
633,960

消防局 施設課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服上衣ほか１点の経費の支出について
384,048

消防局 施設課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂほか２点の製造経費の支出について
452,520

消防局 施設課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボン買入経費の支出について
1,291,204

消防局 施設課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボンの経費の支出について
204,120

消防局 施設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（３月分）
370,734

消防局 施設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用　港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（３月分）
6,200

消防局 施設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（３月分）
105,024

消防局 施設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 航空隊用燃料　揮発油ほか１点の購入経費の支出について
36,310

消防局 施設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署土壌分析調査業務委託経費の支出について
996,840

消防局 施設課 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（１月分）
408,024

消防局 施設課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局空調用冷温水ポンプ修理に係る経費の支出について
293,760

消防局 施設課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　住之江消防署南港出張所クレーン年次点検業務委託料の支出について
70,200

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　設備と管理ほか２３点の図書購入経費の支出について
29,160

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣ほか１点の経費の支出について
2,112,998

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬帽ほか１点の経費の支出について
107,568
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消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂほか２点の経費の支出について
26,224,128

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服用名札ほか１点の経費の支出について
54,054

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用船艇隊用防水衣の経費の支出について
157,464

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 平成26年度水上消防署クレーン性能検査の経費の支出について
28,700

消防局 施設課 平成27年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　消耗品費 庁舎整備用　ポンプエアシェルターの購入経費の支出について
3,984,120

消防局 施設課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　シュレッダーＡほか１点の購入経費の支出について
24,840

消防局 施設課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　シュレッダーＡほか１点の購入経費の支出について
95,040

消防局 施設課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　水上消防署クレーン年次点検業務委託経費の支出について
74,304

消防局 施設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　西淀川消防署外壁改修工事の完成金の支出について
16,072,800

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　北消防署非常用発電機（原動機）修理の経費の支出について
540,000

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）２月分
201,312

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）２月分
60,696

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）２月分
61,020

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）２月分
270,000

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）２月分
59,400

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　消防局庁舎用地賃借料の支出について（平成26年度分）
42,508,527

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所賃借料（あべのハルカス）の支出について（２月分）
129,600

消防局 施設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　此花消防署エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（２月分）
59,400

消防局 予防課 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　震度７体験装置改修業務委託経費の支出について
15,060,600

消防局 予防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回）
3,213

消防局 予防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回）
1,310

消防局 予防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回）
2,646

消防局 予防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防運動用　春の火災予防運動用防火ポスターＢ３判ほか２点印刷経費の支出について
115,071

消防局 予防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回）
2,551

消防局 予防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　ＤＶＤ-Ｒほか１点買入経費の支出について
31,760

消防局 予防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　携帯ペンライトの購入経費の支出について
41,472

消防局 予防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　複合機トナーカートリッジほか１点の買入経費の支出について
11,880

消防局 予防課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査用静電気防止安全靴の購入経費の支出について
11,340

消防局 予防課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　防災実技講習業務委託経費の支出について（２月分）
830,070

消防局 予防課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（２月分）
11,942,280

消防局 予防課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託料の支出について（２月分）
14,645,970

消防局 予防課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　外付けハードディスク購入に係る経費の支出について
19,386

消防局 予防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 防火管理等講習事業用　（甲種・乙種）防火管理（新規）講習受講申込書ほか２点の作成に係る経費の支出について
114,706

消防局 予防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 火災調査教養用　自動車の借入経費の支出について
64,800

消防局 予防課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（２月分）
737,400

消防局 予防課 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査用第２種保安帽の購入経費の支出について
88,128

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
149,071

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
8,519

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
17,475

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用　水素ガスの購入経費の支出について
10,800

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　作業上着ほか２点買入に係る経費の支出について
14,472

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２６年度清掃業務委託経費の支出について（２月分）
38,560

消防局 予防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成26年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務実施経費の支出について（２月分）
8,007,514

消防局 予防課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　ニッケル水素電池ほか１点の購入経費の支出について
36,028

消防局 予防課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査用かばんの購入経費の支出について
145,800

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　レンズ付きフィルムの購入に係る経費の支出について(その２)
52,034

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火・防災啓発用　視覚教材ＤＶＤ「問われる住民の防災力」ほか６点の購入経費の支出について
384,480

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火・防災啓発用　視覚教材ＤＶＤ「釜石の奇跡に学ぶ」全４巻セットの購入経費の支出について
137,376
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消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　コンベックスほか１点の購入経費の支出について
191,484

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査結果報告書・立入検査結果通知書ほか１点の購入経費の支出について
76,680

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 地域防災リーダー用　地域防災リーダー研修修了証ほか３点印刷に係る経費の支出について
150,438

消防局 予防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用ドライバーＡほか９点の購入経費の支出について
74,196

消防局 規制課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用　「建築防火・防災講習会」の受講経費の支出について
7,000

消防局 規制課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　図書購入費 規制課事務用　「火薬類取締法令の解説」の購入代金の支出について
30,000

消防局 規制課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 危険物関係業務用　逓送袋Ａほか２点の購入に係る経費の支出について
142,020

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター「なにわ」補修用エンジン部品ＤＥＣＵの購入経費の支出について
8,532,000

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（１月分）
22,754

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（１月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（１月分）
6,696

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（１月分）
6,231

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（１月分）
38,880

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（１月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（１月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（１月分）
55,248

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（１月分）
10,584

消防局 警防課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 大震火災対策事業用飲料水兼用耐震性貯水槽清掃及び水質検査業務委託に伴う経費の支出について
82,080

消防局 警防課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規救急自動車リサイクル料金１２台分経費の支出について
171,360

消防局 警防課 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規小型タンク車リサイクル料金１２台分経費の支出について
125,040

消防局 警防課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　平成26年度放射線安全管理研修会の受講経費の支出について
50,000

消防局 警防課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（２）の経費の支出について
373,041

消防局 警防課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（１月分）
29,756

消防局 警防課 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小型船舶用信号紅炎ほか１点の買入経費の支出について
28,080

消防局 警防課 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　救助ロープ（白色）ほか４点の購入経費の支出について
8,057,232

消防局 警防課 平成27年03月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　充電式ハンマードリルの購入経費の支出について
179,172

消防局 警防課 平成27年03月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　熱画像直視装置の購入経費の支出について
13,008,600

消防局 警防課 平成27年03月06日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　ダブルブレードカッターの購入経費の支出について
356,400

消防局 警防課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　平成26年度大阪市消防局災害活動支援隊特別訓練にかかる報酬費の支出について
14,550

消防局 警防課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（１月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成27年03月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 車載端末装置製造に伴う中間検査旅費の支出について
83,880

消防局 警防課 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　生野消防署救急車修繕の経費支出について
254,772

消防局 警防課 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用充電式強力ライト用バッテリーの購入経費の支出について
660,960

消防局 警防課 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　災害活動支援隊用ジャンパー買入（その２）に係る経費の支出について
197,370

消防局 警防課 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　災害活動支援隊用活動帽の購入経費の支出について
75,816

消防局 警防課 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（１月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救助活動用　高濃度硫化水素ガス検知器点検業務経費の支出について
365,580

消防局 警防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体の購入経費の支出について
2,397,600

消防局 警防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 航空隊業務用文書保管段ボール箱の購入経費の支出について
18,360

消防局 警防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　防護マスクほか１点の購入経費の支出について
653,184

消防局 警防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 消防救助艇「ゆめしま」１２か月点検等の整備経費の支出について
558,580

消防局 警防課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車等車検整備（３）の経費の支出について
352,371

消防局 警防課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用発電機バッテリーの購入経費の支出について
30,024

消防局 警防課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター整備用作業台Ａほか６点の購入経費の支出について
79,941

消防局 警防課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規中型タンク車等リサイクル料金２台分経費の支出について
24,380

消防局 警防課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 ヘリコプター整備用作業台Ａほか６点の購入経費の支出について
95,040

消防局 警防課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　災害活動支援隊用編上靴買入に係る経費の支出について
114,847
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消防局 警防課 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員研修用　航空自衛隊合同訓練の実施に係る経費の支出について
11,420

消防局 警防課 平成27年03月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（所轄指揮車）買入の経費の支出について
13,798,080

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　人命救助用縛帯の購入経費の支出について
193,536

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター補修用カートリッジＡほか１３点の購入経費の支出について
6,283,440

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用救命浮環の購入経費の支出について
60,264

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用鉄筋ほか２点の購入経費の支出について
69,660

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等１月分（３）　経費支出について
807,364

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 上汐公園可搬式ポンプ収納庫修理経費の支出について
91,800

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（１月分）
3,240

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 生野消防署自家発電設備その他改修工事に伴う複合機搬送作業の経費の支出について
32,400

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 警防活動用平ホース（呼称４０×２０ｍ）買入経費の支出について
9,611,460

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　マンホール救助器具の購入経費の支出について
2,008,800

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　ゴムボートＡほか１点の購入経費の支出について
1,153,440

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（中型タンク車）製造の経費の支出について
24,624,000

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（小型タンク車）製造の経費の支出について
273,240,000

消防局 警防課 平成27年03月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（救助車：ＣＤ－１型仕様）製造の経費の支出について
21,006,000

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　平成26年度大阪市消防局災害活動支援隊特別訓練にかかる報酬費の支出について
7,275

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　技能証明の限定の変更（SA365）訓練業務委託に係る経費の支出について
7,706,880

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　事業用操縦士（回転翼航空機）技能証明取得訓練業務委託経費の支出について
8,961,840

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
366,683

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
468,970

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
22,032

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成22年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
700,389

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
27,000

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 消防情報システム用警防地図印刷に係る経費の支出について
614,401

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車等定期点検整備（５）の経費の支出について
155,854

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 航空機局「おおさか」「なにわ」無線機器等の整備経費の支出について
794,340

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 登録局対応携帯デジタル無線機買入に伴う免許申請手数料の支出について
2,150

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度２５００分１精度地図データ借入に伴う経費の支出について（２月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２６年度１万分１精度地図データほか２点借入に伴う経費の支出について（２月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器用ボンベ（小型）の購入経費の支出について
14,139,792

消防局 警防課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の修繕（２）の経費の支出について
37,303

消防局 警防課 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用新規はしご車等リサイクル料金４台分経費の支出について
50,530

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 警防業務用　高速道路通行料金の立替えに伴う経費の支出について
2,420

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用立入禁止テープ（黄色）の購入経費の支出について
224,532

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車のサイレンアンプ修繕経費の支出について
48,600

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　航空身体検査証明業務委託経費の支出について
81,486

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用模擬計器飛行訓練業務委託経費の支出について
583,200

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 携帯無線機(４００ＭＨｚ)(その２)製造に伴う中間検査旅費の支出について
56,480

消防局 警防課 平成27年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 負担金、補助及交付金　負担金 ツイン２１ＯＢＰパナソニックタワーの高所カメラ情報収集システム機器撤去に伴う電源線撤去等工事にかかる費用の支出について
572,400

消防局 警防課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 生野消防署ほか１か所非常用発電設備その他改修無線設備工事経費の支出について
644,760

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用パソコン用　トナーカートリッジ買入に係る経費の支出について
8,408,880

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（２月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ラゲージトレイ買入に係る経費の支出について
25,920

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　特殊災害用ハサミの購入経費の支出について
11,232

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　作戦卓の購入経費の支出について
313,200
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消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防情報システム用　ＬＡＮケーブルほか５点買入経費の支出について
45,792

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用フローティングロープの購入経費の支出について
22,680

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　水難救助活動用ドライスーツほか４点の購入経費の支出について
1,078,056

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用（救助隊員用）不織布製感染防止衣（上衣）ほか１点の購入経費の支出について
3,110,400

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　防爆型携帯無線機用電池パックの購入経費の支出について
277,020

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　消防水利標識板の購入経費の支出について
61,560

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　指揮者用合成用紙ほか２点の印刷経費の支出について
130,680

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　有毒ガス検知器（ＧＸ－２００３／２００９）用可燃性ガスセンサーほか１点の購入経費の支出について
245,484

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　プリンタインクカートリッジ等の買入に係る経費の支出について
15,357

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　サルベージシートの購入経費の支出について
801,360

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用玉掛け用チェーンの購入経費の支出について
92,448

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 大震火災対策事業用水中ポンプの購入経費の支出について
29,268

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助施設補修用ビニールテープ（赤）Ａほか１５点の買入経費の支出について
63,905

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ほか１点の購入経費の支出について
10,438,200

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用車両番号表示シールＡほか２点の購入経費の支出について
16,156

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防情報システム用　カートリッジＡほか４点買入経費の支出について
2,742,822

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用ヘッドセットほか１点の買入経費の支出について
106,353

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用　電池式強力ライトの購入経費の支出について
29,980

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　Ｎコード取得簡易端末機買入に係る経費の支出について
43,200

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用ＮＥＧポンプ（ガスクロマトグラフ質量分析装置用）の購入経費の支出について
702,000

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 航空隊活動用　スタティックロープほか７点の購入経費の支出について
195,264

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　充電式切断機用替鋸刃の購入経費の支出について
76,032

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　巻付式消火栓標識ほか１点の購入経費の支出について
2,350,296

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 震災対策用　情報伝達用紙の買入に係る経費の支出について
77,760

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 南海トラフ巨大地震対策用　携帯拡声器（南海トラフ巨大地震対策用）の購入経費の支出について
153,792

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　ラッカースプレーの買入に係る経費の支出について
24,364

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等２月分（２）の経費支出について
219,211

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等２月分の経費支出について
593,775

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の車検整備等１月分の追加整備　経費支出について
18,414

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等２月分（１）の経費の支出について
1,867,007

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車体表示書換（二）の経費の支出について
123,120

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等１月分（１）の追加整備　経費支出について
64,346

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等１月分（３）の追加整備　経費支出について
43,383

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の定期点検整備等１月分（２）の追加整備　経費支出について
9,936

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車検整備等１月分（１）の追加整備　経費支出について
154,131

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車の定期点検整備等２月分の経費支出について
944,963

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 救助活動用防寒着（航空救助活動用）の購入経費の支出について
356,400

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（２月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（２月分）
3,240

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（２月分）
29,756

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（２月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用回線使用料に係る経費の支出について（２月分）
22,754

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（２月分）
55,248

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度警防活動用専用線・IP回線利用料の支出について（２月分）
429,840

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（２月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（２月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（２月分）
10,584

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（２月分）
38,880
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消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（２月分）
6,231

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２６年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（２月分）
519,674

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用回線使用料（２月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（２月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用消防車両動態管理システム用回線使用料（２月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用映像伝送回線使用料の経費の支出について（２月分）
6,696

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（2月分）
280,800

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 航空隊活動用無線機の買入経費の支出について
315,144

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用資器材搬送リヤカー買入経費の支出について
334,756

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 大規模災害用　削岩機（エンジン式）の購入経費の支出について
802,440

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　生野消防署ほか１か所非常用発電設備その他改修に伴う業務用端末等移設作業経費の支出について
457,056

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　通信運搬費 東住吉消防署自家発電設備その他改修工事に伴う複合機搬送作業に係る経費の支出について
17,280

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（救助工作車３型）製造の経費の支出について
73,008,000

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 救急活動用　救急自動車買入の経費の支出について
180,489,600

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（化学車４型）製造の経費の支出について
82,512,000

消防局 警防課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用消防自動車（４０ｍ級はしご車）製造の経費の支出について
230,364,000

消防局 司令課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 本部特別高度救助隊業務用　本部特別高度救助隊物品運搬作業経費の支出について
81,000

消防局 司令課 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　折りたたみコンテナほか２点の購入経費の支出について
17,204

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防業務用　登録局対応携帯デジタル無線機の購入経費の支出について
1,112,400

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害対応用　ＩＣレコーダーほか1点の購入経費の支出について
137,430

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　元結の購入経費の支出について
69,120

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防業務用　用紙差し込み式メッシュベストの購入経費の支出について
102,513

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　４サイクルエンジンオイルほか１点の購入経費の支出について
9,072

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器腰バックルほか２点の購入経費の支出について
19,569

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　ハンマードリル用ダイヤモンドコアビットの購入経費の支出について
27,000

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防業務用　大判プリンタ用紙Ａほか１１点の購入経費の支出について
167,778

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機南方面４充電器の修理経費の支出について
25,920

消防局 司令課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 指令情報センター業務用　ＢｉｚＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
513

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　模擬建物用べニア板ほか９点の購入費の支出について
79,920

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　大型自動車運転免許教習受講経費の支出について
1,871,960

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　模擬家屋用電気ストーブほか９点の購入費の支出について
18,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　気道管理モデル用舌の購入経費の支出について
45,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　特殊小型船舶操縦免許取得経費の支出について
22,750

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　特殊小型船舶操縦免許取得経費の支出について
22,750

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について(２月分)運営費
4,698

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修会（旭消防署）に伴う講師報償金の支出について
7,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）車検整備に係る経費の支出について
38,232

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　「逐条解説　危険物政令」ほか１点の購入経費の支出について
3,996

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　図書購入費 職員研修用　「逐条解説　危険物政令」ほか１点の購入経費の支出について
5,292

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　インクジェットプリンターほか１点の購入経費の支出について
39,420

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 火災調査研修（第１９・２０期）「火災の燃焼理論」に係る講師報償金の支出について
54,450

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 資格取得用　玉掛け技能講習等受講経費の支出について
28,350

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 センター研修訓練用　定置式空気充填機の定期自主検査業務委託に係る経費の支出について
441,957

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　玉掛け技能講習等受講経費の支出について
362,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
26,820

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費にかかる支出について
13,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　油性マーカーペン（黒）ほか２０点の購入経費の支出について
40,392

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　印刷機用マスターほか１点の購入経費の支出について
42,854
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式複写機複写料（２月分）の経費にかかる支出について
127,126

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 平成26年度研修実施責任者研修の実施に伴う講師報償金の支出について
48,820

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　海技免許取得申請に伴う経費の支出について
6,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　検査車車検整備に伴う経費の支出について
24,192

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　詳解消防訓練礼式の基準（平成元年改訂版）の購入費の支出について
67,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　バス車検整備に伴う経費の支出について
191,160

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車検整備に伴う経費の支出について
30,229

消防局 北消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ヘルメットの購入経費の支出について
40,500

消防局 北消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　与力出張所ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
17,064

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
14,508

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,972

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,846

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,456

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
14,688

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
267

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,080

消防局 北消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
8,640

消防局 北消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梅田救助隊車（Ｒ１０４）資器材収納庫の修理経費の支出について
74,520

消防局 北消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（CC330）及び所轄指揮調査車（PI336）の定期点検整備等経費の支出について
19,440

消防局 北消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
15,230

消防局 北消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
10,570

消防局 北消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
830

消防局 北消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）運営費
17,436

消防局 北消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）運営費
6,480

消防局 北消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（２月分）経費の支出について
26,011

消防局 北消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　煙発生器専用液の購入経費の支出について
51,840

消防局 北消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか３点の購入経費の支出について
73,699

消防局 北消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署救助工作車（ＢＲ１１）タイヤの修理経費の支出について
9,720

消防局 北消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理経費の支出について
54,378

消防局 北消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベの修理経費の支出について
8,575

消防局 北消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,660

消防局 北消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浮田出張所シャッターの修理経費の支出について
116,208

消防局 北消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
16,385

消防局 北消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
902

消防局 北消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）運営費
25,320

消防局 北消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）運営費
5,400

消防局 北消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗濯機の購入経費の支出について
35,856

消防局 北消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管パイプほか３点の購入並びに同経費の支出について
64,800

消防局 北消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプの修理経費の支出について
32,400

消防局 北消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ダイヤモンドチェンソーの修理経費の支出について
49,680

消防局 都島消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島指揮車（ＣＣ３４５）の車検整備等の経費の支出について
24,300

消防局 都島消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
27,864

消防局 都島消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島予防広報車の定期点検整備等に伴う経費の支出について
10,368

消防局 都島消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理経費の支出について
30,024

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
9,547

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,080

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　高倉出張所流し台排水口修理の支出について
21,600

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
666
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消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
19,435

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯無線機(都島１５）修理経費の支出について
19,980

消防局 都島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
8,100

消防局 都島消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　都島消防署救急手洗い場電気温水器取替修繕経費の支出について
142,560

消防局 都島消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救助器材車の車検整備等経費の支出について
33,966

消防局 都島消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
5,380

消防局 都島消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（２月分）
14,030

消防局 都島消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス乾燥機修理経費の支出について
19,440

消防局 都島消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 都島消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島司令車の定期点検整備等の経費の支出について
10,800

消防局 都島消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防運動行事用　平成２７年春の火災予防運動街頭広報会場設営撤去経費の支出について
97,200

消防局 都島消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車右路肩灯修理経費の支出について
8,208

消防局 都島消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　ドライスーツ修理経費の支出について
52,920

消防局 都島消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　ウエットスーツ修理経費の支出について
24,300

消防局 都島消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　強力ライトの修理経費の支出について
14,526

消防局 福島消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器中圧ホースカップリング漏気修理経費の支出について
1,296

消防局 福島消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　カラーマルチペーパーほか６点の購入経費の支出ついて
16,292

消防局 福島消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（2月分）支出について　管理費
13,962

消防局 福島消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（2月分）支出について　管理費
656

消防局 福島消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（2月分）支出について　運営費
1,477

消防局 福島消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（2月分）支出について　運営費
6,156

消防局 福島消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）継続検査整備経費の支出について
31,320

消防局 福島消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助資器材車（ＲＥ１９）１２ヶ月定期点検整備経費の支出について
12,312

消防局 福島消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１０)クラッチペダル故障修理経費の支出について
197,763

消防局 福島消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
13,710

消防局 福島消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
37,670

消防局 福島消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか１点の購入経費の支出について
7,560

消防局 此花消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車ＰＩ３４３の１２ヶ月定期点検に伴う経費の支出について
6,480

消防局 此花消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　写真用紙ほか１１点の購入経費の支出について
47,185

消防局 此花消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
4,860

消防局 此花消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
164

消防局 此花消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　運営費
4,914

消防局 此花消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　運営費
700

消防局 此花消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（２月分）支出について
19,204

消防局 此花消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車ＣＣ３３４の１２ヶ月定期点検実施に伴う経費の支出について
16,934

消防局 此花消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
22,510

消防局 此花消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか２点買入に伴う経費の支出について
12,852

消防局 此花消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 大震火災対策用　ボックスパレット買入に伴う経費の支出について
79,272

消防局 此花消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車ＳＴ１０３タイヤ及び救急車Ａ３５７冬用タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
81,648

消防局 此花消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　原液搬送車ＡＴ９リレーボックス交換修理に伴う経費の支出について
40,815

消防局 此花消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（３月分）支出について　管理費
164

消防局 此花消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（３月分）支出について　運営費
3,780

消防局 此花消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（３月分）支出について　運営費
6,372

消防局 此花消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３５７左ヘッドランプバルブ交換修理に伴う経費の支出について
20,196

消防局 中央消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高所作業車（上町ＬＴ２・なにわ８００す４９３９）バッテリーリレースイッチ修理に伴う経費の支出について
31,320

消防局 中央消防署 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について（上町出張所）
3,063

消防局 中央消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）の支出について（本署）
15,454

消防局 中央消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（上町Ａ３９５）オイル交換に伴う経費の支出について
5,940
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消防局 中央消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（道頓堀Ａ３８８）のフロントワイパー修繕に伴う経費の支出について
2,484

消防局 中央消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　Ｒ１８２積載エンジンカッター修繕に伴う経費の支出について
20,260

消防局 中央消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　マスクの買入に伴う経費の支出について
34,560

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
2,200

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
1,118

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
1,710

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（管理費）
5,590

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（運営費）
7,214

消防局 中央消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について２月分（運営費）
3,150

消防局 中央消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（中央１４）の修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 中央消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　廃車車両の借入に伴う経費の支出について
32,400

消防局 中央消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　事務連絡車車検整備等に伴う経費の支出について
20,088

消防局 中央消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（上町Ａ３９５）クリアランスランプバルブの修繕に伴う経費の支出について
2,592

消防局 中央消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
19,540

消防局 中央消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（PI３４８－②）の車検整備等に伴う経費の支出について
22,140

消防局 中央消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（PI３４８－②）の追加整備に伴う経費の支出について
23,641

消防局 中央消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急車（道頓堀Ａ３８８）積載のパルスオキシメータ修繕に伴う経費の支出について
20,520

消防局 中央消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　減圧器Ｏリングほか空気呼吸器の消耗品１点買入に伴う経費の支出について
15,714

消防局 中央消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３０５）及び広報車（ＰＩ３４８）の法定１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
14,904

消防局 中央消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修繕に伴う経費の支出について
19,947

消防局 中央消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　白熱電球ほか７点の買入に伴う経費の支出について
83,052

消防局 中央消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署１階小便器修繕に伴う経費の支出について
8,640

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ファクシミリ感熱記録紙ほか９点の買入に伴う経費の支出について
23,760

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について（本署）
16,043

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について（上町出張所）
5,687

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器右肩ベルトほか４点の買入に伴う経費の支出について
49,399

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（上町Ａ３９５）エアコンの修繕に伴う経費の支出について
33,264

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１７）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
50,976

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１９）ラジエター部漏えい等の修繕に伴う経費の支出について
24,030

消防局 中央消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修繕に伴う経費の支出について
156,297

消防局 西消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西消防署江戸堀出張所 排水管洗浄及びトイレ修理経費の支出について
118,800

消防局 西消防署 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西消防署 給湯配管膨張タンク漏水修理経費の支出について
75,600

消防局 西消防署 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　４０ｍ級はしご車用車輪止め購入経費の支出について
19,440

消防局 西消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機　西４０の修理経費の支出について
16,200

消防局 西消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
17,107

消防局 西消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
246

消防局 西消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
265

消防局 西消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
10,800

消防局 西消防署 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 車両整備用　潤滑スプレーほか４点の購入経費の支出について
44,658

消防局 西消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
11,018

消防局 西消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
822

消防局 西消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
550

消防局 西消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１３）クレーン機能点検整備経費の支出について
18,360

消防局 西消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　洗濯機修理経費の支出について
30,780

消防局 西消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ＡＥＤトレーナー用リモコンの購入経費の支出について
10,260

消防局 西消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）継続検査経費の支出について
52,930

消防局 西消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）継続検査の追加整備経費の支出について
35,856

消防局 西消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について(２月分)
11,480
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消防局 西消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
22,054

消防局 西消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）バックドアステー取替整備経費の支出について
21,384

消防局 西消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプの修理経費の支出について
45,160

消防局 西消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４４）１２ヶ月定期点検経費の支出について
11,232

消防局 西消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）タイヤ交換経費の支出について
45,792

消防局 港消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
4,676

消防局 港消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
2,052

消防局 港消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
1,158

消防局 港消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
4,780

消防局 港消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
14,277

消防局 港消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の車検整備等経費の支出について
11,880

消防局 港消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機港８００電極ピンの修理経費の支出について
49,188

消防局 大正消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　プリントパックの購入に伴う経費の支出について
17,280

消防局 大正消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　泉尾出張所ガス湯沸かし器の修理に伴う経費の支出について
10,000

消防局 大正消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０４）の１２カ月点検整備等に伴う経費の支出について
18,360

消防局 大正消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 震災訓練用　脚付ホワイトボードの購入に伴う経費の支出について
60,264

消防局 大正消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　救急車（Ａ３６８）の車内灯の購入に伴う経費の支出について
7,560

消防局 大正消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　原液搬送車（ＡＴ１０）のタイヤ交換経費の支出について
64,368

消防局 大正消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク（鶴町ＳＴ１０６）のタイヤ交換経費の支出について
33,048

消防局 大正消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６８）左ヘッドランプの修理に伴う経費の支出について
18,140

消防局 大正消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器消耗品（右肩ベルトほか１点）の購入経費の支出について
14,148

消防局 大正消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　レーザー距離計ほか５点の購入に伴う経費の支出について
39,538

消防局 大正消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（大正２４、大正２９、大正４９）の修理に伴う経費の支出について
112,924

消防局 大正消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（ＡＲ２）のバッテリー交換に伴う経費に支出について
41,040

消防局 大正消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について（管理費）
4,406

消防局 大正消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について（管理費）
328

消防局 大正消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について（運営費）
10,300

消防局 大正消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器消耗品（肩パットほか２点）の購入に伴う経費の支出について
48,470

消防局 大正消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素ボンベ調整器の修理に伴う経費に支出について
16,200

消防局 大正消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）の１２カ月点検整備等に伴う経費の支出について
11,826

消防局 大正消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
19,570

消防局 大正消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自転車の購入経費の支出について
36,492

消防局 大正消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＡＲ２）のタイヤ交換経費の支出について
60,480

消防局 大正消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
16,165

消防局 大正消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　防災講演会　会場設営及び撤去に伴う経費の支出について
98,000

消防局 天王寺消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス瞬間湯沸し器修理に伴う経費の支出について
9,072

消防局 天王寺消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　消火用バケツほか１点購入経費の支出について
25,498

消防局 天王寺消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
8,669

消防局 天王寺消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
574

消防局 天王寺消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮車ＣＣ３１１・１２ヵ月点検経費の支出について
7,560

消防局 天王寺消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（２月分）
16,844

消防局 天王寺消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
8,380

消防局 天王寺消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　「防災講演会」開催に伴う会場設営及び撤去作業等委託経費の支出について
89,640

消防局 浪速消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機浪速出張所２０の修理に伴う経費の支出について
49,680

消防局 浪速消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機浪速９の修理に伴う経費の支出について
72,900

消防局 浪速消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１３９１（ＰＩ３１７）の車検整備に伴う経費の支出について
22,680

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
5,232

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,882
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消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
6,264

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
15,333

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
47,520

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,888

消防局 浪速消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
5,400

消防局 浪速消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す７１９１（ＣＣ３０３）の１２ヵ月定期点検に伴う経費の支出について
7,560

消防局 浪速消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
6,120

消防局 浪速消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（２月分）
13,799

消防局 浪速消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４７８９（Ａ３６２）のリヤブレーキ・ライニング修理に伴う経費の支出について
19,764

消防局 浪速消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　軟質鉛筆ほか３点の買入に伴う経費の支出について
36,158

消防局 浪速消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎整備用　浪速消防署浪速出張所のシャッター修理に伴う経費の支出について
87,156

消防局 西淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用 プリンターインクほか５点の買入に伴う経費の支出について
32,092

消防局 西淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用 布担架の買入に伴う経費の支出について
12,636

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,377

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,844

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
584

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,028

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用 空気呼吸器用消耗品（胸ベルトほか３点）の買入に伴う経費の支出について
77,846

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,522

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
10,800

消防局 西淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,080

消防局 西淀川消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 広報車（PI331）の修繕の追加整備に伴う経費の支出について
11,880

消防局 西淀川消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 広報車(PI331)の車検整備及び経費の支出について
37,800

消防局 西淀川消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機（西淀川９０）修理に伴う経費の支出について
17,820

消防局 西淀川消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
25,720

消防局 西淀川消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 司令車の車検整備及び経費の支出について
39,452

消防局 西淀川消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 司令車の修繕の追加整備に伴う経費の支出について
19,202

消防局 西淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（２月分）に伴う支出について
14,859

消防局 西淀川消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用 指揮車(CC309）法定12ヶ月定期点検整備に伴う経費の支出について
10,800

消防局 西淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用 空気呼吸器（西淀川97-1）修理に伴う経費の支出について
51,462

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
5,455

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
6,200

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
2,378

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
164

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分運営費）支出について
10,368

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分運営費）支出について
4,305

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分運営費）支出について
1,673

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（十三橋１）修理経費の支出について
16,200

消防局 淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分運営費）支出について
4,780

消防局 淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
6,997

消防局 淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
6,229

消防局 淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
1,670

消防局 淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分管理費）支出について
246

消防局 淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３７）、救助器材車（ＲＥ２０）定期点検（１２ヶ月）経費の支出について
29,160

消防局 淀川消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１４）後輪タイヤ４本交換経費の支出について
56,160

消防局 淀川消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
24,807

消防局 淀川消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　淀川消防署小型電気温水器修理経費の支出について
26,827

消防局 淀川消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
44,050
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消防局 淀川消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　資機材（ハズマットＩＤ用バッテリー）修理経費の支出について
143,640

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（３月分管理費）支出について
17,604

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
23,157

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（３月分管理費）支出について
4,633

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（３月分管理費）支出について
6,026

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（３月分管理費）支出について
4,312

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（３月分管理費）支出について
164

消防局 淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（３月分運営費）支出について
7,322

消防局 淀川消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資機材用　レスキューツール用作動油購入経費の支出について
20,520

消防局 淀川消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）継続検査経費の支出について
28,922

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　用箋挟ほか３点購入経費の支出について
31,509

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　心肺蘇生訓練用ボックス購入経費の支出について
54,000

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　インクカートリッジ購入経費の支出について
45,208

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ファクシミリ感熱記録紙ほか１０点購入経費の支出について
51,904

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ガバットファイルほか１８点購入経費の支出について
87,835

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型救助車（Ｒ５２）バッテリー交換経費の支出について
54,540

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車定期点検（１２ヶ月）経費の支出について
14,040

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ８０３）前照灯交換経費の支出について
21,600

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　資機材（減圧弁）修理経費の支出について
17,496

消防局 淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　資機材（チェーンソー）修理経費の支出について
16,189

消防局 東淀川消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　煙霧器用スモーク液買入に伴う経費の支出について
51,840

消防局 東淀川消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　給油設備の計量機ホース取替修繕に伴う経費支出について
172,800

消防局 東淀川消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）のヘッドランプバルブ取替整備に伴う経費の支出について
20,196

消防局 東淀川消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（西淡路１０、小松１５）の修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 東淀川消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２５）の車検整備等に伴う経費の支出について
27,820

消防局 東淀川消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　三角巾の買入に伴う経費の支出について
34,992

消防局 東淀川消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０８）の１２ヶ月定期点検整備等に伴う経費の支出について
4,320

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
3,306

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
3,564

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
1,148

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・管理費）
82

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・運営費）
10,039

消防局 東淀川消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分・運営費）
4,060

消防局 東淀川消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　ガス給湯器の取替修繕に伴う経費支出について
116,640

消防局 東淀川消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
25,980

消防局 東淀川消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
19,330

消防局 東淀川消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１）及び小型タンク車（ＳＴ２３１）のタイヤ交換整備に係る経費支出について
83,376

消防局 東成消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署所轄指揮車（ＣＣ３２２）車検経費の支出について
18,630

消防局 東成消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル・セイフティ‐ＡＧ社製空気呼吸器（東成１０）修理経費の支出について
1,296

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,708

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　深江出張所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
23,112

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
92

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,568

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル・セイフティ‐ＡＧ社製空気呼吸器用ヘッドハーネスほか３点購入経費の支出について
55,879

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,669

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署ミニ消防車（たまつ）車検経費の支出について
17,388

消防局 東成消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル・セイフティ‐ＡＧ社製空気呼吸器（東成６）修理経費の支出について
79,531

消防局 東成消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
8,180
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消防局 東成消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
10,500

消防局 東成消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
23,103

消防局 東成消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップボードほか１点買入経費の支出について
16,632

消防局 東成消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ボールペンほか３５点購入経費の支出について
150,303

消防局 東成消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５３）グリスポンプ配管修理経費の支出について
13,500

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　三角巾購入経費の支出について
51,300

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　訓練用ロープ（白）購入経費の支出について
52,920

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　フライパンほか１０点購入経費の支出について
92,102

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中本出張所受水槽電極棒取替経費の支出について
48,600

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　予防運動行事用施設設営・撤去　委託経費の支出について
91,368

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　垂木ほか１２点購入経費の支出について
98,290

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　タイヤレザーワックスほか２１点買入経費の支出について
56,160

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　携帯警報器アカウンタビリティキー買入経費の支出について
8,424

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７０）ロックシリンダ取替経費の支出について
42,120

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署事務連絡車バッテリー交換経費の支出について
11,232

消防局 東成消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯警報器　スーパーパスⅡ　修理経費の支出について
82,080

消防局 生野消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６５）ほか１台タイヤ交換経費の支出について
127,008

消防局 生野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　生野消防署電気衣類乾燥機修理経費の支出について
16,308

消防局 生野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　発煙筒白ほか１点買入経費の支出について
28,166

消防局 生野消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）管理費
4,072

消防局 生野消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）管理費
14,000

消防局 生野消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分②）管理費
1,640

消防局 生野消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（２月分②）運営費
4,082

消防局 生野消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（２月分②）運営費
15,541

消防局 生野消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
25,190

消防局 生野消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（２月分）
13,354

消防局 生野消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　巽出張所倉庫シャッター修理経費の支出について
29,160

消防局 生野消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）継続検査等経費の支出について
38,988

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　化学モップ（大）ほか４点買入経費の支出について
25,434

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　カラー布テープ（赤）ほか３点買入経費の支出について
25,304

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防車両用　収納ボックス（Ａ）ほか１点買入経費の支出について
10,206

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　塗料（青）ほか３点買入経費の支出について
42,606

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ９２）ホースカー修理経費の支出について
56,160

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　油圧救助器具修理経費の支出について
43,200

消防局 生野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（鶴橋卸売市場）修理経費の支出について
24,634

消防局 旭消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　鋸購入経費の支出について
14,742

消防局 旭消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（旭５０）修理経費の支出について
16,200

消防局 旭消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　消耗品（強力ライト）購入経費の支出について
8,748

消防局 旭消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８６）バッテリー交換修理経費の支出について
39,528

消防局 旭消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　旭消防署高圧受変電設備修理経費の支出について
48,600

消防局 旭消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（旭４）修理経費の支出について
16,200

消防局 旭消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
105

消防局 旭消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
912

消防局 旭消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
2,268

消防局 旭消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
5,000

消防局 旭消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２３）タイヤ交換修理経費の支出について
31,752

消防局 旭消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ラベル用テープカートリッジほか９点購入経費の支出について
23,601

消防局 旭消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮・調査車（ＣＣ３１６）継続検査経費の支出について
25,920
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消防局 旭消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
11,400

消防局 旭消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 車両整備用　消耗品タイヤコーティング剤ほか５点購入経費の支出について
24,840

消防局 旭消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機料（２月分）経費の支出について
20,287

消防局 旭消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防運動行事用　旭消防署火災予防啓発コーナー設営・撤去委託料経費の支出について
91,800

消防局 旭消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０５）タイヤ交換修理経費の支出について
41,040

消防局 旭消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７５）バッテリー交換修理経費の支出について
36,936

消防局 旭消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（旭４０）修理経費の支出について
17,820

消防局 城東消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東消防署中浜出張所オーバードア修理の経費支出について
33,588

消防局 城東消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　城東消防署放出出張所 防火戸網入ガラス入替修理の経費支出について
15,768

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　放火防止ステッカー買入の経費支出について
33,123

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
15,979

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
5,832

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
984

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
643

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,624

消防局 城東消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１２）ラジエターファン・シラウドバンド交換修理の経費支出について
20,336

消防局 城東消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　タオル買入の経費支出について
59,616

消防局 城東消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　タオル買入の経費支出について
29,808

消防局 城東消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）ラジエータ取替修理の経費支出について
95,688

消防局 城東消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）及び広報車（ＰＩ３４１）の継続検査点検整備の経費支出について
48,805

消防局 城東消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　業務用ポリ袋買入の経費支出について
47,347

消防局 城東消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
4,729

消防局 城東消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
328

消防局 城東消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
2,700

消防局 城東消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,560

消防局 城東消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品(２月分)の購入経費の支出について
15,197

消防局 城東消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）オルタネータ取替修理の経費支出について
103,572

消防局 城東消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
407

消防局 城東消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
1,587

消防局 城東消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
512

消防局 城東消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）管理費
984

消防局 城東消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）運営費
4,686

消防局 城東消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　城東消防署浴室用給湯器修理の経費支出について
82,350

消防局 鶴見消防署 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＳＴ１６３）ホースカー昇降装置修理経費の支出について
29,700

消防局 鶴見消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＣＣ３０２ほか１台）１２カ月定期点検経費の支出について
20,520

消防局 鶴見消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　クリップボードほか２６点の買入経費の支出について
72,830

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,551

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
7,872

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
11,704

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,066

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,316

消防局 鶴見消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
2,653

消防局 鶴見消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
23,590

消防局 鶴見消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の経費の支出について
14,415

消防局 鶴見消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＰＩ３０７）継続検査整備経費の支出について
29,419

消防局 鶴見消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＳＴ２４６）バッテリー交換経費の支出について
47,520

消防局 鶴見消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（鶴見８００）修理経費の支出について
38,658

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署食堂窓ガラスの修繕経費の支出について
32,400
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消防局 阿倍野消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阪南出張所事務室扉の修繕経費の支出について
21,600

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）３連梯子昇降装置の修繕に伴う経費の支出について
62,100

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高所活動車（ＬＴ１）外２台のバッテリー交換に伴う経費の支出について
136,080

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ストライカーの修理並びに同経費の支出について
6,480

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
529

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,152

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
4,851

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,831

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
5,292

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
12,960

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
2,376

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　デジタルマルチメーターの購入経費の支出について
8,208

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　台車の購入並びに同経費の支出について
10,800

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ライフゼム製空気呼吸器用レギュレータの修理並びに同経費の支出について
66,960

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベ（空気呼吸器用）の修理経費の支出について
7,268

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
48,140

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機複写料（２月分）経費の支出について
13,244

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災対策用　可搬式ポンプの修理経費の支出について
29,818

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）のかぎ付梯子の修繕に伴う経費の支出について
70,200

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）右フロントターンシグナルランプの修繕に伴う経費の支出について
8,964

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阪南出張所ＴＶアンテナ設置補修工事経費の支出について
149,040

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　ＩＣボイスレコーダー外６点の購入経費の支出について
14,860

消防局 阿倍野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の車検整備経費の支出について
42,066

消防局 住之江消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　アイピースほか５点買入に伴う経費の支出について
93,960

消防局 住之江消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　ウエスほか２点買入経費の支出について
18,522

消防局 住之江消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　腰パッドほか４点買入に伴う経費の支出について
45,360

消防局 住之江消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　事務連絡車１２ヶ月定期点検整備等に伴う経費の支出について
13,213

消防局 住之江消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップファイルほか１点買入経費の支出について
15,768

消防局 住之江消防署 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１５）車検整備等に伴う経費の支出について
25,768

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
285

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（２月分）並びに同経費の支出について
98,107

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,240

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
4,984

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,002

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
16,748

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
8,575

消防局 住之江消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,080

消防局 住之江消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（２月分）経費の支出について
22,664

消防局 住之江消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９８)タイヤ交換経費の支出について
30,888

消防局 住之江消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
47,200

消防局 住之江消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　グラスソー替刃買入に伴う経費の支出について
15,120

消防局 住之江消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　発動発電機修理経費の支出について
5,940

消防局 住吉消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理の支出について
12,927

消防局 住吉消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　ブラード（熱画像装置）用バッテリー購入に伴う経費の支出について
19,278

消防局 住吉消防署 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　三角巾購入に伴う経費の支出について
30,780

消防局 住吉消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
18,561

消防局 住吉消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,824

消防局 住吉消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,888
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消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（２月分）の支出について
15,567

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯購入に伴う経費の支出について
75,978

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗剤ほか７点の買入に伴う経費の支出について
60,717

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）車検整備等に伴う経費の支出について
34,560

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１３）１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
9,720

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル製空気呼吸器修理に伴う経費の支出について
38,070

消防局 住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住吉１５）修理に伴う経費の支出について
50,760

消防局 住吉消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
36,330

消防局 住吉消防署 平成27年03月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）車検整備等の追加整備に伴う経費の支出について
14,504

消防局 住吉消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎整備用　自動火災報知設備煙感知器取替に伴う経費の支出について
49,572

消防局 住吉消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ラミネートフィルムほか１０点購入に伴う経費の支出について
33,469

消防局 東住吉消防署 平成27年03月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６４)ストレッチャーストッパロック部取替経費の支出について
23,004

消防局 東住吉消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
69,390

消防局 東住吉消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車(ＰＩ３４０）継続検査にかかる経費の支出について
27,216

消防局 東住吉消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
8,650

消防局 東住吉消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
23,930

消防局 東住吉消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
1,000

消防局 東住吉消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
1,004

消防局 東住吉消防署 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（２月分）支出について　管理費
92

消防局 東住吉消防署 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車タイヤ交換経費の支出について
34,992

消防局 東住吉消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　コンベックスほか６点購入経費の支出について
33,264

消防局 東住吉消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８９)点検経費の支出について
15,890

消防局 東住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
15,653

消防局 東住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６４)ハイビーム球取替経費の支出について
6,912

消防局 東住吉消防署 平成27年03月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０６）定期点検にかかる経費の支出について
12,960

消防局 東住吉消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
14,980

消防局 東住吉消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８９）バッテリー交換経費の支出について
42,984

消防局 平野消防署 平成27年03月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　平野消防署本署１階玄関フロアヒンジ取替及び経費の支出について
148,068

消防局 平野消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車(CC314)車検整備等に伴う経費の支出について
30,780

消防局 平野消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６及びＡ２８７）エンジンオイル交換経費の支出について
11,880

消防局 平野消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用　長原公園可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災火災対策用　長沢公園可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
2,160

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
3,300

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　加美正覚寺出張所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
25,272

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
1,988

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
3,780

消防局 平野消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
1,000

消防局 平野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
16,455

消防局 平野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ブルーシート買入に伴う経費の支出について
12,096

消防局 平野消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２７)右前ウインカーバルブ取替に伴う経費の支出について
7,603

消防局 平野消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
21,010

消防局 平野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　長吉出張所ガス給湯器取替の経費の支出について
75,600

消防局 平野消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（A287.A298）タイヤ交換及び（A386.A287.A379.A298）スタッドレスタイヤ付替に伴う経費の支出について
56,160

消防局 西成消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　鍋ほか６点購入経費の支出について
52,704

消防局 西成消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　「みらい」継続検査に伴う経費の支出について
19,764

消防局 西成消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（１月分）に伴う経費の支出について
14,817

消防局 西成消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　海道Ａ３６９エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940
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消防局 西成消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　海道Ａ３７５エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
4,860

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
17,497

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
11,988

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
82

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
708

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ＣＣ３２４（指揮車）継続検査に伴う経費の支出について
28,296

消防局 西成消防署 平成27年03月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
13,770

消防局 西成消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　三角巾及びインク購入に伴う経費の支出について
31,644

消防局 西成消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　コンパネほか４点購入に伴う経費の支出について
74,142

消防局 西成消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西成消防署本署外壁時計修理に伴う経費の支出について
199,800

消防局 西成消防署 平成27年03月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（海道２４）ハンドマイク修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西成消防署 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西成消防署本署屋外給油所給油装置修理に伴う経費の支出について
35,467

消防局 西成消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費の支出について（２月分）
32,660

消防局 西成消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　垂木ほか５点購入に伴う経費の支出について
85,914

消防局 西成消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）に伴う経費の支出について
19,988

消防局 西成消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器ヘッドハーネスほか２点購入に伴う経費の支出について
34,992

消防局 水上消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４・Ａ２９１）エンジンオイル交換経費の支出について
11,880

消防局 水上消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）エアコン修理経費の支出について
198,080

消防局 水上消防署 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）の修理の追加整備の支出について
65,090

消防局 水上消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備経費の支出について
5,724

消防局 水上消防署 平成27年03月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　３００型空気呼吸器の修理経費の支出について
56,937

消防局 水上消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　自家用給油取扱所計量機給油ノズル修理に伴う経費の支出について
23,155

消防局 水上消防署 平成27年03月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機 水上７０及び水上７５２ハンドマイクの修理経費の支出について
32,400

消防局 水上消防署 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）の修理にかかる経費の支出について
17,334

消防局 水上消防署 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３５）１２カ月点検整備経費の支出について
10,476

消防局 水上消防署 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３９）１２カ月点検整備経費の支出について
10,476

消防局 水上消防署 平成27年03月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　消防艇「ゆうなぎ」の搭載艇の船外機の修理の経費の支出について
129,178

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）経費の支出について
12,610

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
164

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）管理費
246

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
20,113

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）運営費
5,638

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具（ダイバーウォッチ）の修理経費の支出について
57,240

消防局 水上消防署 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具（強力ライト）の分解修理点検経費の支出について
43,696

消防局 水上消防署 平成27年03月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
29,860

消防局 水上消防署 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の継続検査整備経費の支出について
20,088

消防局 水上消防署 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火・防災研修用　消耗品（三角巾）の買入に伴う経費の支出について
41,040

消防局 水上消防署 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火・防災研修用　消耗品（ロープ）の買入に伴う経費の支出について
15,120

消防局 救急課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（２月分）
5,054

消防局 救急課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
5,778

消防局 救急課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（１月分）
77,976

消防局 救急課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　携帯用テキスト（グリーンカード）の買入経費の支出について
420,000

消防局 救急課 平成27年03月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　救命浮環用カートリッジ式ガスボンベの購入経費の支出について
112,752

消防局 救急課 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（２月分）
2,702

消防局 救急課 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（２月分）
26,246

消防局 救急課 平成27年03月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　医療用酸素ガス２Ｌほか１点の購入に伴う経費（１０月～１２月）の支出について
1,567,343

消防局 救急課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　応急手当普及啓発用テキスト（家庭の救急ノート１１９）の購入経費の支出について
4,088,000
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消防局 救急課 平成27年03月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（２月分）
11,658,725

消防局 救急課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　感染防止衣　長期借入における支出について（１月分）
1,094,016

消防局 救急課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　平成２６年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（2月分）
5,764,950

消防局 救急課 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　プレホスピタル・ケア買入経費の支出について（２月号）
1,324

消防局 救急課 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 「救急安心センターおおさか」事業用ブルゾンの購入経費の支出について
83,160

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　ターポリン担架一式の購入経費の支出について
440,640

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　救命浮環用カートリッジ式ガスボンベ（２）の購入経費の支出について
93,312

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　心肺蘇生用背板の購入経費の支出について
173,664

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　呼気終末炭酸ガス濃度測定器一式の購入経費の支出について
4,293,000

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　陰圧副子（部分用）一式の購入経費の支出について
712,800

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　電動式吸引器一式の購入経費の支出について
2,008,800

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　自動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
12,117,600

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　スクープストレッチャー一式の購入経費の支出について
2,060,640

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　バックボード一式の購入経費の支出について
1,684,800

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
1,684,800

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　ビデオ硬性挿管用喉頭鏡一式の購入経費の支出について
6,998,400

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動引金式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
5,184,000

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　輸液ポンプ一式の購入経費の支出について
1,127,520

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　ショックパンツ（成人用・小児用）一式の購入経費の支出について
5,313,600

消防局 救急課 平成27年03月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　ニ連式加湿酸素流量計一式の購入経費の支出について
2,203,200

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　携帯電話（スマートフォン）カバーの購入経費の支出について
72,576

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　電子体温計の購入経費の支出について
103,356

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用プロバイダー使用料の支出について（２月・３月分）
2,704

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用＃７１１９利用料金の支出について（２月分）
77,976

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用メールサーバー使用料の支出について（３月分）
5,054

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用インターネット回線使用料の支出について（３月分）
5,778

消防局 救急課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）経費の支出について（12・１月分）
8,097,885

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
9,640

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
43,889

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１２月分）
8,524

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　備品修繕料 防災情報システム用プリンタの修理の実施にかかる経費の支出について
101,736

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（１月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（１月分）の支出について
2,062

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用気象情報取り込みにかかる電話回線使用料（１月利用分）の支出について
32,177

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（１月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（１月利用分）の支出について
318,147

危機管理室 危機管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（１２月分）
2,050

危機管理室 危機管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 大阪市地下空間浸水対策協議会（地下街相互連携訓練図上訓練）に係る専門委員報酬・費用弁償の支出について
48,015

危機管理室 危機管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 大阪市地下空間浸水対策協議会（地下街相互連携訓練図上訓練）に係る専門委員報酬・費用弁償の支出について
10,080

危機管理室 危機管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（１月分）の支出について
143,330

危機管理室 危機管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 市民、事業者等への防災・減災の情報発信用市民防災ハンドブック（仮称）の印刷にかかる費用の支出について
19,764,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（１月分）の支出について
69,442

危機管理室 危機管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用複写紙の購入にかかる経費の支出について（その２）
16,200

危機管理室 危機管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（１月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練図上訓練実施に伴う会場使用料の支出について
388,800

危機管理室 危機管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（２月分）の支出について
2,766

危機管理室 危機管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練実働訓練に使用する使い捨てベストの購入に伴う経費の支出について
194,400

危機管理室 危機管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用電話機（災害時避難所特設公衆電話）買入にかかる支出について
213,343
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危機管理室 危機管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（１月使用分）の支出について
8,435

危機管理室 危機管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 阿倍野備蓄倉庫にかかる消防設備修繕等の実施にかかる支出について
110,160

危機管理室 危機管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（１月利用分）の支出について
53,022

危機管理室 危機管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（２月分）
30,505

危機管理室 危機管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（２月分）
59,479

危機管理室 危機管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら15）電話回線使用料等（２月分）の支出について
2,766

危機管理室 危機管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
8,910

危機管理室 危機管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
32,388

危機管理室 危機管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 委託料　委託料 防災対策事業用津波避難施設及び水害時避難施設表示板設置業務に係る経費の支出について
977,184

危機管理室 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 ターミナル駅周辺対策支援事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
2,180

危機管理室 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 ターミナル駅周辺対策支援事業用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
3,960

危機管理室 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 大阪市地域防災計画印刷に係る経費の支出について
756,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（３月分）
3,019,184

危機管理室 危機管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 帰宅困難者対策及び地下空間浸水対策に関する意見聴取並びに地下空間浸水対策協議会の事前説明に伴う出張にかかる旅費の支出について
18,480

危機管理室 危機管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 水害ハザードマップ印刷に係る経費の支出について
8,227,872

危機管理室 危機管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 水害ハザードマップ検討業務委託に係る経費の支出について
7,020,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（２月分）の支出について
23,251

危機管理室 危機管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（２月分）の支出について
7,370

危機管理室 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用輪ゴムほか１２点の購入にかかる費用の支出について
29,916

危機管理室 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練実施に伴う模擬扉の設営撤去業務委託の実施に伴う経費の支出について
146,880

危機管理室 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理訓練用地下街等相互連携訓練図上訓練実施に伴う会場使用料の支出について
529,740

危機管理室 危機管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 小災害対策用旭備蓄倉庫消防用設備等点検業務（10月実施分）にかかる経費の支出について
67,322

危機管理室 危機管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（２月分）の支出について
82,510

危機管理室 危機管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用及び自主防災組織力向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（２月分）の支出について
31,630

危機管理室 危機管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用飲料水の買入にかかる支出について
14,141,952

危機管理室 危機管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（２月使用分）の支出について
9,051

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（2月分）
135,604

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 「平成26年度都市防災推進協議会第2回役員会」出席に伴う出張にかかる旅費
29,080

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理総合情報システム運用用プリンタインクカートリッジ外２点の購入にかかる経費の支出について
54,864

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（１月分）
5,054

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（２月分）の支出について
139,850

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（１月分）の支出について
10,055

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（２月分）の支出について
39,250

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
495

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（２月利用分）の支出について
318,147

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（２月分）の支出について
16,350

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（２月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
140

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（２月分）の支出について
2,062

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
3,044

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（２月分）の支出について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
5,655

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（２月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（２月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（2月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　危機管理情報システムツイッター対応業務について（２月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（２月分）
73,733
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危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（２月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災行政無線同報系屋外子局の設置にかかる使用料の支出について（大阪北港ヨットハーバー他４箇所）（平成２７年度分）
4,300

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（２月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（３月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度防災情報充実強化事業市町村負担額の支出について（プラットフォーム分担金）
6,673,000

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（2月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成26年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（2月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
10,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
69,925

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
6,993

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費（総合調整担当計上分）の支出について（平成２７年２月分）
5,720

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２７年２月分）
59,388

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２７年２月分）
21,530

市政改革室 総合調整担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２７年２月分）の支払いについて
22,359

市政改革室 事業再構築担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費（事業再構築担当計上分）の支出について（平成２７年２月分）
300

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 委託料　委託料 平成26年度インターネットアンケート調査業務委託（訪問型病児保育に関する市民意識調査）にかかる経費の支出について
237,600

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（2月分）
6,313

市政改革室 民営化担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（民営化関係・東京都）命令及び同経費の支出について
29,240

契約管財局 契約課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（12、1月分）
11,590

契約管財局 契約課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約管財局事務用液晶テレビほか１点買入経費の支出について
170,640

契約管財局 契約課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現代契約書式要覧　追録２０６－２０７号」ほか２点の購入経費の支出について
14,904

契約管財局 契約課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０５９２－１０６０９号」ほか２点の購入経費の支出について
51,871

契約管財局 契約課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第６回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
275

契約管財局 契約課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用両開き書庫買入経費の支出について
30,996

契約管財局 契約課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
1,120

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（１月及び２月分）
480

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成27年２月分）
1,860

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（12月追加・2月分）
9,350

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成27年２月分）
1,690,726

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成27年２月分）
39,002

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
99,051

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について（平成27年2月分）
4,567

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
89,738

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
23,522

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
8,883

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について
245,950

契約管財局 契約課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成27年３月分）
14,471,249

契約管財局 契約課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成27年2月分）
174,758

契約管財局 契約課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書　追録２３２号」ほか１点の購入経費の支出について
9,646

契約管財局 契約課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０６１０－１０６２９号」ほか１点の購入経費の支出について
55,120

契約管財局 契約課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成27年２月分）
60,990

契約管財局 契約制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１４６回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
64,020

契約管財局 契約制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約事務用「電子調達システム用サーバ室空調設備緊急保守点検業務（その３）」にかかる委託料の支出について
56,160

契約管財局 契約制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年2月分）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年2月分）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年2月分）
1,871,971
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契約管財局 契約制度課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　庁用器具費 契約事務用「情報セキュリティ機器（防犯カメラシステム）用記録装置　買入」にかかる備品購入費の支出について
680,400

契約管財局 契約制度課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年2月分）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　備品修繕料 契約事務用「電子調達システム用サーバ室空調設備修繕」にかかる備品修繕料の支出について
334,800

契約管財局 契約制度課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年2月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年2月分）
198,857

契約管財局 契約制度課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「わかりやすい建設業法の手引」追録購入にかかる需用費の支出について
3,974

契約管財局 契約制度課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年2月分）
156,222

契約管財局 契約制度課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年2月分）
16,815

契約管財局 管財課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（１月分）
1,263

契約管財局 管財課 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 市有地活用支援システム利用ネットワーク変更業務委託にかかる経費の支出について
819,288

契約管財局 管財課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
169,560

契約管財局 管財課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（２月分）
4,638

契約管財局 管財課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,976

契約管財局 管財課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
642

契約管財局 管財課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,812

契約管財局 管財課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,250

契約管財局 管財課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
516,240

契約管財局 管財課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式の借入並びに同経費の支出について（２月分）
2,484

契約管財局 管財課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入並びに同経費の支出について（２月分）
83,808

契約管財局 管財課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　問答式　借地・借家の実務の追録の購読に係る経費の支出について
6,531

契約管財局 管財課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 『もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続』の経費の支出について（２月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用長狭物維持・管理の手引き－自治体による旧法定外公共物の運営－の追録の購読にかかる経費の支出について
5,143

契約管財局 管財課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 建物収去土地明渡等請求事件にかかる訴訟代理人以外への法律相談にかかる経費の支出について
21,600

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
2,850

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
31,600

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（１月追加分）
570

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（２月分）
1,270

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 継続賃貸地の賃料改定に伴う土地評価にかかる意見書作成の委託経費の支出について
1,425,600

契約管財局 管財課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 土地交換契約に伴う差金の支出について
500,000

契約管財局 管財制度課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２６年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（３月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 他都市視察に係る旅費の支出について
30,110

契約管財局 管財制度課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 他都市視察に係る旅費の支出について
30,110

契約管財局 管財制度課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 「大阪市の指定管理者制度検証に関する有識者相談業務委託契約」に基づく「大阪市指定管理者制度検証結果について」にかかる意見書作成に伴う報酬の支出について
103,712

契約管財局 管財制度課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第749回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
96,030

契約管財局 管財制度課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第１回オーク200売却に係る有識者会議委員報償金の支出について
48,015

契約管財局 管財制度課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号10）
20,571

契約管財局 管財制度課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号11）
10,285

契約管財局 管財制度課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 弁天町駅前開発土地信託事業（オーク200）に係る和解に伴う費用補償義務の元本の支出について
6,370,000,000

契約管財局 審査課 平成27年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「行政強制実務提要１９４号－１９６号」の購入経費の支出について
7,449

契約管財局 審査課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「行政強制実務提要１９４号－１９６号」の購入経費の支出について
3,042

契約管財局 審査課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「問答式　用地取得・補償の法律実務９１号外２点」の購入経費の支出について
6,969

契約管財局 審査課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「問答式　用地取得・補償の法律実務９１号外２点」の購入経費の支出について
2,847

契約管財局 審査課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
500

契約管財局 審査課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
2,422

契約管財局 審査課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
2,571

契約管財局 審査課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
246

契約管財局 審査課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
400
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契約管財局 審査課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
320,000

契約管財局 審査課 平成27年03月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
200

契約管財局 審査課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
400

契約管財局 審査課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「用地取得と補償　新訂８版」の購入経費の支出について
4,118

契約管財局 審査課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 事務参考用図書「用地取得と補償　新訂８版」の購入経費の支出について
1,682

契約管財局 審査課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
332

契約管財局 審査課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
7,747

契約管財局 審査課 平成27年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年２月分）
714

契約管財局 審査課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要３５６号－３５７号外３点」の購入経費の支出について
17,670

契約管財局 審査課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「土地収用法実務提要３５６号－３５７号外３点」の購入経費の支出について
7,217

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成26年度用地部法律相談の報償金の支出について（2月分）
48,600

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年２月分）
71,630

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年版　戸籍実務六法」の購入経費の支出について
2,691

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　大阪府用地対策連絡協議会　平成２６年度　第４回研修会（筆界特定制度・土地評価研修）の参加及び同経費の支出について
2,951

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年２月分）
29,258

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年版　戸籍実務六法」の購入経費の支出について
1,099

契約管財局 審査課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　大阪府用地対策連絡協議会　平成２６年度　第４回研修会（筆界特定制度・土地評価研修）の参加及び同経費の支出について
1,205

契約管財局 審査課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（３月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５９０号外18点」の購入経費の支出について
63,556

契約管財局 審査課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「都市計画法規集５９０号外18点」の購入経費の支出について
25,959

契約管財局 用地課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
43,200

契約管財局 用地課 平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買代金の支出について
16,998,861

契約管財局 用地課 平成27年03月03日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（後金払）
651,200

契約管財局 用地課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
4,467,705

契約管財局 用地課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
5,064,893

契約管財局 用地課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について（前金払）
4,528,650

契約管財局 用地課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について（前金払）
3,317,100

契約管財局 用地課 平成27年03月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について(後金払)
2,897,650

契約管財局 用地課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
338,040

契約管財局 用地課 平成27年03月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　建物等補償金の支出について（前金払）
1,961,450

契約管財局 用地課 平成27年03月10日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について（前金払）
21,866,750

契約管財局 用地課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　建物等補償金の支出について（前金払）
17,342,100

契約管財局 用地課 平成27年03月11日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（後金払）
662,000

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 公有財産購入費　土地購入費 環境局鶴見工場用地取得事業　土地売買代金の支出について
6,400,000

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について(前金払)
23,792,350

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　占有者立退補償金の支出について(前金払)
329,950

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　占有者立退補償金の支出について(前金払)
2,890,750

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園整備事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
879,120

契約管財局 用地課 平成27年03月13日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（後金払）
538,700

契約管財局 用地課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　建物等補償金の支出について
3,396,950

契約管財局 用地課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
1,515,240

契約管財局 用地課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買代金の支出について
8,547,323

契約管財局 用地課 平成27年03月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　住吉八尾線　土地売買代金の支出について
7,233,655

契約管財局 用地課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（後金払）
15,012,950

契約管財局 用地課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　新庄長柄線・淀川南岸線　建物等補償金の支出について（前払金）
414,750

契約管財局 用地課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局鶴見工場用地取得事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
195,480

契約管財局 用地課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買代金の支出について
60,338,362

契約管財局 用地課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買代金の支出について
39,171,748
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契約管財局 用地課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　建物等補償金の支出について(後金払)
8,980,600

契約管財局 用地課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 沿道整備街路推進モデル事業にかかる不動産鑑定業務委託の支出について
475,200

契約管財局 用地課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　田辺出戸線　建物等補償金の支出について（前金払）
6,080,400

契約管財局 用地課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野区第２２９４－１４号線　残地補償金の支出について
2,426,190

契約管財局 用地課 平成27年03月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野区第２２９４－１４号線　建物等補償金の支出について（後金払）
12,642,200

契約管財局 用地課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 沿道整備街路推進モデル事業　土地売買代金の支出について
74,622,236

契約管財局 用地課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（４）の支出について
4,298,400

契約管財局 用地課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
660,960

契約管財局 用地課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 沿道整備街路推進モデル事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
338,040

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 城東区複合施設建設事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
829,440

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　新庄長柄線・淀川南岸線　土地売買代金の支出について
31,702,606

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　淀川北岸線　建物等補償金の支出について
7,189,800

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度移転補償に係る物件調査等業務委託（６）の支出について
2,743,200

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成26年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その2）の支出について【2月分】
804,168

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買代金の支出について
40,664,559

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 難波宮跡公園整備事業　土地売買代金の支出について
1,075,949,860

契約管財局 用地課 平成27年03月31日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　新庄長柄線　建物等補償金の支出について（前金払）
195,700

こども青少年局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 使用料及賃借料　使用料 就学前教育カリキュラム研修会にかかる会場（３月６日生野区民センター）使用料の支出について
52,200

こども青少年局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（１月分）ＭＰ４０００Ｆ
1,495

こども青少年局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（１月分）ＤＣⅣ７０８０　４台分
196,622

こども青少年局 総務課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　被服費 平成２６年度保育業務用保育服（前掛）外５点買入経費の支出について
13,259,970

こども青少年局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１２月市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
480

こども青少年局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２６年１１月分市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
3,660

こども青少年局 総務課 平成27年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 使用料及賃借料　使用料 就学前教育カリキュラム研修会にかかる会場（３月１９日開催中央区民センター）使用料の支出について
45,700

こども青少年局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第5回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
272,085

こども青少年局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第5回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
6,710

こども青少年局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）企画グループ
6,040

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２７年１月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
2,820

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 レイアウト変更にかかる物コンテナの購入経費の支出について
126,684

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その2）（平成27年2月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（平成27年2月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコンの調達の実施経費の支出について（２７年２月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）の実施経費の支出について（２７年２月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）の実施経費の支出について（２７年２月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）の実施経費の支出について（２７年２月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について　２月分
4,305

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入（再リース）の実施経費の支出について(２７年１月分)
1,982

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）の実施経費の支出について（２７年２月分）
258,236

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（２階企画部）２月分
6,489

こども青少年局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費の支出について（地下1階）2月分
4,295

こども青少年局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託にかかる所要経費の支出について（２月分）
635,955

こども青少年局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度説明会の出席及び同経費の支出について
58,840

こども青少年局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸ機ドラムトナーカートリッジ（地下１階分）の買入にかかる経費の支出について
38,880

こども青少年局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 マルチカード（名刺）印刷の支出について
87,480

こども青少年局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２６年度　こども青少年局パソコン機器操作研修業務委託料の支出について
298,080

こども青少年局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市就学前教育カリキュラム研修会にかかる報償金の支出について
35,360

こども青少年局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（２月分）ＭＰ４０００Ｆ
2,814

こども青少年局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報用プリンタ長期借入（再リース）の実施経費の支出について（平成27年2月分）
1,982
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こども青少年局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（２月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
366,433

こども青少年局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２６年度こども青少年局外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について
303,696

こども青少年局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度退職発令式開催にかかる所要経費の支出について
28,440

こども青少年局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市就学前教育カリキュラム研修会にかかる報償金の支出について
34,760

こども青少年局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　印刷製本費 就学前教育カリキュラム印刷にかかる所要経費の支出について
1,366,200

こども青少年局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成27年2月分　市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
3,940

こども青少年局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
332,424

こども青少年局 青少年課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（１月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成27年03月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２・１月分１回目・１月分１回目）
37,331,505

こども青少年局 青少年課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度　市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（２月分）
15,930

こども青少年局 青少年課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２６年度市内出張交通費（２月分）の支出について
3,380

こども青少年局 青少年課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市留守家庭児童対策事業指導員健康診断の業務委託の支出について
409,617

こども青少年局 青少年課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成27年2月分）
7,540

こども青少年局 青少年課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成27年3月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２６年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（２月分）の支出について
10,362

こども青少年局 青少年課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業全市実施にかかる交付金の支出について（１２・１月分２回目・１月分２回目）
28,364,967

こども青少年局 経理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 愛珠幼稚園園舎耐震改修工事の文化庁協議にかかる管外出張命令並びに同所要経費の支出について
57,680

こども青少年局 経理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 全国厚生労働関係部局長会議の出席及び同経費の支出について
37,700

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　パイプレンチ　外３０点の購入経費の支出について
316,332

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82,975

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,970

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
34,463

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,100

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,500

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,306

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,122

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,520

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

こども青少年局 経理課 平成27年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
410

こども青少年局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（2月分）
37,680

こども青少年局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録521）」の支出について
2,263

こども青少年局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 こども青少年局分室の現場調査等にかかる電気代の支出について
421

こども青少年局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（２月分）
18,360

こども青少年局 経理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（３月分）
184,208

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
82

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
360

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
164

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
96,165

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
7,305

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
82

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
13,772

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
14,630

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
37,802

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
13,599

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
755,400



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
1,358

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
8,788

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
69,328

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
42,889

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
2,359

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
410

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
1,720

こども青少年局 経理課 平成27年03月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
97,696

こども青少年局 経理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　ジュラコン戸車　外１４点の購入経費の支出について
538,920

こども青少年局 経理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　胴長横水栓　外１７点の購入経費の支出について
230,580

こども青少年局 経理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　縞鋼板　外３点の購入経費の支出について
80,406

こども青少年局 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 市立幼稚園環境衛生検査業務委託にかかる所要経費の支出について
257,580

こども青少年局 管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金及び幼児教育費補助金の支出について
3,036,751,060

こども青少年局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年３月５日支払児童手当給付費の支出について
43,880,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年３月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
320,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　1月分（府内）
4,680

こども青少年局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　1月分（府内）
5,766

こども青少年局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府内）
345,960

こども青少年局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録（第７６７～７６９号）の買入にかかる同経費の支出について
11,016

こども青少年局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（１月分）
78,282

こども青少年局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦一般健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　No13
50,920

こども青少年局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 就園時健康診断にかかる報償金の支出について（平成２７年新入園児）
1,019,200

こども青少年局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 市立幼稚園新入園児用「けんこうてちょう」の印刷にかかる支出について
216,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度子ども手当交付金(特別措置法)額確定による返納金の支出について
166,333

こども青少年局 管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度子ども手当府費負担金額確定による返納金の支出について
295,331

こども青少年局 管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度子ども手当交付金額確定による返納金の支出について
167,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　1月分（府外）
10,652,690

こども青少年局 管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の講師謝礼の支払いについて
10,060

こども青少年局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（１月分）
46,412

こども青少年局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第20回目）
24,183,913

こども青少年局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（３月分）について
630,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第１四半期)（その４）
2,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 市立幼稚園運営用印刷機の購入にかかる経費の支出について
1,200,960

こども青少年局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成26年度後期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
890,920

こども青少年局 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 平成26年度後期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
371,600

こども青少年局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について
1,848,190

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会講師謝礼の支出について（平成２７年３月分）
10,800

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　２月分（府内）
183,690

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　出産前小児保健指導事業に要する委託料の支出について　１月実施分
12,344

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（府内）
184,780,630

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No14
1,228,964

こども青少年局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託実施並びに同所要経費の支出について（住吉区・住之江区・平野区・西成区）２月分
101,736

こども青少年局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９区・２９園分）２月分
220,752

こども青少年局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区外７件・１８園分）２月分
134,136

こども青少年局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
49,513

こども青少年局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（府内）
304,290

こども青少年局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成２７年２月分）
693,007

こども青少年局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（２月分）
16,313
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こども青少年局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その４）第６回目
115,992

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の再支出について　１月分（府外）
7,440

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第21回目）
18,638,790

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第20回目分）
375,000

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その２）第６回目
99,232

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その１）第６回目
56,268

こども青少年局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯臨時特例給付金支給事業に係る口座振替手数料及び組戻し手数料の支出について（概算契約）（その３）第６回目
171,828

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国児童福祉主管課長会議への職員派遣にかかる経費の支出について
58,480

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録(第７７０～７７１号）の買入にかかる経費の支出について
8,856

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（府内）
409,200

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　２月分（府内）
6,820

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成26年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　２月分（府内）
4,290

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成23年度子ども手当交付金(特別措置法)額確定による返納金の支出について
103,999

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
518,983

こども青少年局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入（その２）の支出について（第１０回中間）
142,707

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第１回児童養護施設等施設課題検討会に係る委員報酬の支出について
80,025

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第１回児童養護施設等施設課題検討会に係る委員報酬の支出について
3,340

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度基幹的職員研修事業に係る講師謝礼の支出について（第１回・第２回）
70,200

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる１月分措置費の支出について
622,343

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（1月分）
770,250

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる１月分措置費の支出について
602,080

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる１月分措置費の支出について
264,670

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（３月分）
405,487,255

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設法外援護費（1月・２月請求分）の支出について
604,560

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成27年度大阪市ひとり親家庭等支援事業委託事業者選定会議出席にかかる謝礼金等
50,435

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる２月分措置費の支出について
389,309

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(１２～２月請求分）
117,946

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度児童扶養手当給付費の支出について（平成27年３月期随時払）
20,710,110

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月11日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市ひとり親家庭等自立支援推進会議にかかる報償金の支出について（平成26年度3回目）
101,405

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親のレスパイト・ケアにかかる経費の支出について（１月分）
5,600

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託(長期契約)の支出について（2月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成26年度第２回大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
51,855

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費の支出について（４～１月単価改定分）
264,999

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費の支出について（４～１月単価改定分）
74,432

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度助産施設措置費（１月・２月請求分）の支出について
26,078,322

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成26年度：12回目）
22,680

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（１０～１２月分 ４回目）
500,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる１月分措置費の支出について
2,201,334

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
1,298,823

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月追加分）
3,202

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮外３施設に係る指定管理業務代行料の支出について（３月分）
67,351,007

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（３月分）の支出について
34,395,300

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
104,810,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（２月概算払追給分）
18,354,763

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる２月分措置費の支出について
472,209

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
96,140,516

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(1月診療3月払い分）
22,591

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(1月診療3月払い分）
17,449,747
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こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(1月診療3月払い分）
145,732

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(1月診療3月払い分）
20,439,831

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第２回児童養護施設等施設課題検討会に係る委員報酬の支出について
80,025

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度第２回児童養護施設等施設課題検討会に係る委員報酬の支出について
3,340

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
5,272,168

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
306,944

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
6,338,510

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる２月分措置費の支出について
529,343

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
359,656

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
3,034,064

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
9,919,872

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大津しらゆりにかかる3月分措置費の支出について
342,070

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について（２月分）
3,851,728

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度大阪市養育支援訪問事業「エンゼルサポーター派遣事業」にかかる所要経費の支出について（12月・１月分）
1,120,936

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度助産施設措置費法外援護費（１月・２月請求分）の支出について
551,586

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成26年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（2月分）
751,430

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 第５回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
96,030

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第５回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,950

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる３月分措置費の支出について
569,169

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 施設児童自立支援事業(学力ケア)業務委託の総合評価一般競争入札にかかる学識経験者の意見聴取に係る謝礼金の支出について
30,320

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
23,140

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年２月分・ひとり親ライン）の支出について
7,440

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度　ひとり親家庭等日常生活支援事業にかかる委託料の支出について（12・1月分）
2,959,217

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 ひとり親家庭等実態調査アンケート入力集計業務の委託経費の支出について
449,496

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
17,407,182

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
137,776,044

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（３月分・精算分）の支出について
302,784

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立和歌山すみれホームにかかる措置費の支出について（精算分）
3,476

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について（２月請求分）
185,395

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分：基金）
2,102,427

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２６年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分：基金）
21,723,486

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２６年度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（１２月分：５回目）
100,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成26年度大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金（高等職業訓練修了支援給付金）の支給について（平成25年度相当分）
50,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報償費　報償金 大阪市母子父子寡婦福祉資金審査会議（平成26年度1回目）にかかる報償金の支出について
48,475

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　プリンター外２点　買入及び所要経費の支出について
66,781

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　福豆買入経費の支出について
984

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（１月分）
53,903

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施経費の支出について
154,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施経費の支出について
75,140

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園春期園外寮単位社会体験行事実施経費の支出について
238,030

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 阿武山学園冬山体験学習実施にかかるバス借上げ業務委託（その３）所要経費の支出について
235,988

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用一輪車外１点　買入れ及び同所要経費の支出について
30,780

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　船車修繕料 阿武山学園事業用公用車車検整備及び車検代行処理業務委託経費の支出について
164,570

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房設置オゾン発生装置修繕経費の支出について
58,330

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入及び同経費の支出について（１月）
448,365

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入及び同経費の支出について（１月分）
135,028

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１月分）の支出について
27,660

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２８日）
3,280
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こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２８日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園入所児童公立高校受験にかかる経費（昼食代）の支出について
6,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２８日）
13,560

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２８日）
73,440

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（３月分）
244,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 阿武山学園子どもの権利擁護推進にかかる園内研修会の実施及び経費の支出について
43,260

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 阿武山学園　園内研修会実施にかかる講師招聘及び同所要経費の支出について（２月２６日実施分）
15,660

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　　樹木（レッドロビン）外３点買入及び所要経費の支出について
783,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園本館ガスヒートポンプ式エアコン修繕経費の支出について
14,364

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（２月分）
107,508

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（２月分）
54,060

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（２月分）
80,859

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（２月分）
144,785

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（２月分）
499,896

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（２月分）
17,641

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　よもぎ大福買入経費の支出について
5,054

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（２月分）
68,640

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（２月分）
215,740

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（２月分）
395,019

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（２月）
31,969

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（２月分）
112,568

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　巻き寿司買入にかかる経費の支出について（２月分）
15,757

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について（２月分）
10,994

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について
21,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について
17,100

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（２月分）
3,915

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　畳　買入及び所要経費の支出について
419,904

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度阿武山学園入所児童就職支度金の支給経費の支出について
406,300

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園　社会体験事業（春期）実施経費の支出について
22,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　社会体験事業（春期）実施経費の支出について
34,160

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　冷蔵庫の処分に要する家電リサイクル券購入経費の支出について
92,696

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（２月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　社会体験事業（春期）実施経費の支出について
149,220

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 補償、補填及賠償金　賠償金 阿武山学園厨房用ガス回転釜外１点　買入契約解除にかかる賠償金の支払について
113,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用直定規外１３点　買入及び同経費の支出について
157,788

こども青少年局 阿武山学園 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（２月分）
44,084

こども青少年局 運営担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第３四半期分）の支出について
125,560

こども青少年局 運営担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月17日実施分）②
8,420

こども青少年局 運営担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月17日実施分）
3,320

こども青少年局 運営担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 運営担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について
4,374

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月13日実施分）
2,160

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所用断裁用品外４点の支出について
18,759

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（１月分）の支出について
2,762,491

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分パン）
212,956

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分魚介類）
536,706

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分一般調味料類・菓子類）
637,586

こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分肉・肉加工品）
383,275
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こども青少年局 運営担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分野菜類・果物類・だし類）
888,852

こども青少年局 運営担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月16日実施分）
8,420

こども青少年局 運営担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月19日実施分）
2,460

こども青少年局 運営担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１月分）
128,354

こども青少年局 運営担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（１月分）の支出について
2,067,520

こども青少年局 運営担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能事業報償金の支出について（２月10日実施分）
57,072

こども青少年局 運営担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月17日実施分）
160

こども青少年局 運営担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 平成26年度こども相談センター診療所用電子体温計外７点の買入経費の支出について
50,738

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
4,720

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.021）
4,102,958

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.022）
7,112,860

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（１２月２６日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第３四半期分）
1,207,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所等事業用メモリーカード外８点の支出について
54,671

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用レゴブロック外47点の支出について
204,033

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
5,133

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
60

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
2,200

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集・運搬業務委託費用の支出について（1月分）
24,536

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月前半分）
2,060

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　機械器具費 平成26年度こども相談センター一時保護所等事業用メモリーカード外８点の支出について
90,525

こども青少年局 運営担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 扶助費　其他扶助金 未成年後見人支援事業にかかる保険料の支出について（1月7日分）
160,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月20日実施分）
8,760

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月20日実施分）②
1,940

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所用カレー皿外20点の支出について
132,321

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成26年度こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（平野分室）
24,793

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
27,758

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（１月分）の支出について（光IP電話通話料）
462,315

こども青少年局 運営担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（１月分）
23,587

こども青少年局 運営担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第２回つどい（活動検討会））の支出について
4,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１２月分）の支出について
609,015

こども青少年局 運営担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１２月分業務用調味料類・米類）
574,902

こども青少年局 運営担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月25日実施分）
6,820

こども青少年局 運営担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月25日実施分）②
12,300

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月25日実施分）③
2,640

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年2月27日実施分）
29,260

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター平野分室施設管理用レバーハンドル型自動施錠錠外５点支出について
95,040

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費の支出について
98,700

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（1月分）
28,002

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター用ＡＥＤ借入の実施及び同所要経費の支出について
4,200

こども青少年局 運営担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（1月分）
46,902

こども青少年局 運営担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター心理判定事業用ケント紙の買入経費の支出について
22,032

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる所要経費の支出について（２月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（２月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度児童相談システム機器（平野分室）借入経費の支出について（２月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（２月分）の支出について
332,880

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（２月分）の支出について
170,100
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こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（２月分）の支出について
153,900

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月3日実施分）
9,300

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２６年度こども相談センター一時保護所用・事業用学習教材（数学）外104点の支出について
101,073

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車長期借入の支出について（２月分）
36,396

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（２月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 平成２６年度こども相談センター一時保護所用・事業用学習教材（数学）外104点の支出について
74,198

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（２月分）の支出について
80,025

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成26年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（２月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
475

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
1,108

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
60,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用切手購入経費の支出について（平成２６年度３月）
31,100

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業(中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成27年２月分）
9,181,500

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＣ）業務委託契約にかかる支出について（平成27年２月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成27年2月分）
2,521,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月後半分）
400

こども青少年局 運営担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（２月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成26年度こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（No.023）
5,350,050

こども青少年局 運営担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター家族再統合支援事業（児童虐待からの家族回復支援にかかるグループプログラム）の有識者会議にかかる実施経費の支出について（2月26日分）
33,530

こども青少年局 運営担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（２月分）
82,918

こども青少年局 運営担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（２月分）
41,772

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（２月６日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（２月24日実施分）
56,672

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月6日実施分）
6,200

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月6日実施分）②
9,260

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月4日実施分）
2,570

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（1月分）
27,702

こども青少年局 運営担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度こども相談センター産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（2月分）
24,300

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月9日実施分）
2,980

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 大阪市里親制度普及啓発事業用リーフレット印刷及び同所要経費の支出について
25,272

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託料（平成２７年２月分）の支出について
567,000

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成２７年２月分）の支出について
407,700

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２７年２月分）の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２７年２月分）の支出について
1,397,304

こども青少年局 運営担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成27年2月分）
16,292,030

こども青少年局 運営担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月11日実施分）
9,520

こども青少年局 運営担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成26年度大阪市こども相談センター一般廃棄物収集・運搬業務委託費用の支出について（2月分）
24,623

こども青少年局 運営担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月11日実施分）②
9,620

こども青少年局 運営担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（平成２７年２月分）の支出について
274,233

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
565,280

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成26年度こども相談センター一時保護所事業用ゴミ袋外93点の支出について
1,423,045

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分肉・肉加工品）
354,707

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分魚介類）
518,756

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分一般調味料類・菓子類）
593,706

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（１月分業務用調味料類・米類）
483,537

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　広告料 大阪市里親制度普及啓発事業用ポスター掲出料の支出について
71,280

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１月分）の支出について
107,320

こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（平野分室）における寝具一式借入経費（2月分）の支出について
25,734
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こども青少年局 運営担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度こども相談センター（森ノ宮）における寝具一式借入経費（2月分）の支出について
44,664

こども青少年局 運営担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月16日実施分）
2,460

こども青少年局 運営担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月13日実施分）
8,820

こども青少年局 運営担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（２月分）
20,995

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金
大阪市こども相談センター休日及び平日夜間電話教育相談事業の業務委託にかかる有識者会議（平成26年12月13日、平成27年3月18日開催）の委員謝礼の支出につい
て 66,700

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２６年度第２回　教育相談事業推進会議（３月１０日実施分）の委員謝礼の支出について
60,160

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 第１回里親関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について
50,395

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月18日実施分）②
2,640

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月18日実施分）
2,460

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金の支出について（２月分）
141,393

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（２月分）の支出について
2,546,355

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（２月分）の支出について
1,956,040

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（光ＩＰ電話用インターネット回線使用料）
9,936

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（光IP電話通話料）
487,925

こども青少年局 運営担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について
4,374

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度近畿府県市社会福祉法人等指導事務担当会議への出席にかかる出張命令及び同所要経費の支出について
1,680

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育ママ事業（家庭的保育事業【個人実施型】）開設準備補助金の支出について
200,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
28,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員２月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　産休等代替職員費補助金の支出について（６月申請分）
384,800

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育・事業所内保育）研修業務委託にかかる委員報償金ならびに交通費の支出について（第１回目）
51,915

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（3月分）の支出について
2,788,857,870

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成26年度　市内出張交通費（１月分）の支出について
77,160

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保育所保育料の滞納整理のために実施する財産調査に係る返信用封筒貼付切手の購入および同所要経費の支出について（３回目）
25,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（８～11月単価改正差額分）の支出について（香川県三豊市：山本保育所）
1,700

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所看護師等雇用費補助金の支出について（ひじり保育園）
169,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度大阪市小規模保育事業所整備補助金の支出について（アートチャイルドケアパンプキンガーデン天満橋）
1,862,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市私立保育所職員研修業務委託の実施及び同所要経費の支出について(４回目/全４回）
2,900,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市民間保育所等運営補助金の支出について（1月開所分：１回目）
648,661

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ食品表示の手引　追録９号の支出について
3,594

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 乳幼児の保育施設における「食」のマニュアル改訂版　印刷の支出について
52,272

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２６年度（１月～３月）総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について
78,151

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について
114,696

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（2月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（２月分）の支出について（石川県羽咋市：こすもす保育園）
85,520

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第２回選定会議報奨金）
16,745

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第２回選定会議報奨金）
16,005

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市民間保育所等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催および同経費の支出について（第２回選定会議報奨金）
16,845

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
865,723

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（3月分）の支出について
6,202,570

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間保育所整備費補助事業にかかる補助金の支出について
15,602,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成26年度第3回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
96,030

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成26年度第3回社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所賃料等補助金額の支出について
30,750,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 栄養関係法規類集　追録２３４号他１件の支出について
9,071

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 Q&A食品関係環境規制・基準の手引　追録２７号の支出について
4,898

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10～12月分）の支出について（土岐市：久尻保育園）
83,890

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（4～3月分）の支出について（葛城市：磐城第2保育所）
350,700
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こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（12～2月分）の支出について（海南市：こじか保育所）
210,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　市内民間保育所運営費（単価改正精算分）の支出について
482,619,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（4～3月分）の支出について（八尾市：安中保育所）
419,340

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市民間保育所運営費（単価改正精算分）の支出について
1,319,905

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10～12月分）の支出について（四万十市：もみじ保育所）
270,900

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（6.7月分）の支出について（西宮市：津門保育所）
279,400

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10～12月分）の支出について（養父市：宿南保育所）
352,170

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（10～12月単価改正差額分）の支出について（安八郡安八町：ふたば保育園）
1,650

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２６年度　他市公立保育所運営費（8～10月単価改正差額分）の支出について（山口県美祢市：秋吉保育園）
4,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成26年過年度）の還付について（３月分）
386,700

こども青少年局 保育企画課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　保育対策等促進事業費国庫補助金の確定に伴う超過交付金の返還について
40,735,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　エコねんどしろくま　ほか１１５点の購入及び同経費の支出について
194,713

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ハリガリほか２１点の購入及び同経費の支出について
19,472

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　パーティクィーン和式セットほか２４点の購入及び同経費の支出について
43,740

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　プラステンほか１９点の購入及び同経費の支出について
21,049

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ３月２日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（３月３～６日）３月１週
10,788

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月２日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月３～６日）３月１週
39,053

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　パーティクィーン和式セットほか２４点の購入及び同経費の支出について
213,516

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　砂場ワゴンほか１点の購入及び同経費の支出について
88,560

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　エコねんどしろくま　ほか１１５点の購入及び同経費の支出について
1,361,318

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　白木棚＜小＞背板付ほか２点の購入及び同経費の支出について
118,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ハリガリほか２１点の購入及び同経費の支出について
73,030

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　プラステンほか１９点の購入及び同経費の支出について
97,178

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園産業廃棄物（粗大ごみ）収集・運搬業務及び処分業務の実施経費の支出について
3,331,562

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ３月２日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（３月３～６日）３月１週
16,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　やみつきボックスⅡほか２１点の購入及び同経費の支出について
18,576

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　やみつきボックスⅡほか２１点の購入及び同経費の支出について
213,462

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北加賀屋保育所４歳児保育室空調機修繕経費の支出について
95,148

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北津守保育所調理室食器消毒保管庫修繕経費の支出について
27,108

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西淡路第2保育所調理室空調機修繕の実施経費の支出について
44,712

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 万領保育所４歳児保育室空調機洗浄作業経費の支出について
60,804

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 小田町保育所３歳児保育室空調機点検作業経費の支出について
4,752

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 八幡屋保育所調理室空調機修繕の実施経費の支出について
900

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　乳母車ほか４点の購入及び同経費の支出について
20,304

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（１月分）
621,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　乳母車ほか４点の購入及び同経費の支出について
634,176

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム１月分）の支出について
476,170

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 平成26年度大阪市立保育所におけるピアノ調律業務の所要経費の支出について
769,176

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議実施経費の支出について
741,100

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙くろ　ほか８４点の購入及び同経費の支出について
72,813

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ３月９日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（３月１０～１３日）３月２週
4,852

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月９日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月１０～１３日）３月２週
12,071

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙くろ　ほか８４点の購入及び同経費の支出について
1,068,747

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ３月９日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（３月１０～１３日）３月２週
1,700

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 苅田南保育所調理室空調機リモコン修繕経費の支出について
27,432

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所保育用絵本「じゃんけん」外５９４点（合計７５５冊）の購入経費の支出について
104,693

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　障がい児保育用タイマーの購入及び同経費の支出について
11,167

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（1月分）
39,369
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 地域子育て支援拠点事業用　音楽ＣＤ　「ミッフィー・パーティシリーズ　親子で楽しむてあそびうた」ほか２点の購入及び同経費の支出について
7,732

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所保育用絵本「じゃんけん」外５９４点（合計７５５冊）の購入経費の支出について
758,403

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（1月分）
429,568

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　蛍光灯ほか１２点の購入及び同経費の支出について（その２）
4,428

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　立体パズルほか４６点の購入及び同経費の支出について
72,100

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　立体パズルほか４６点の購入及び同経費の支出について
309,636

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　蛍光灯ほか１２点の購入及び同経費の支出について（その２）
145,422

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(１２月分）
136,770

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用自転車の購入及び同経費の支出について
211,896

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　被服費 保育所給食調理業務用被服上衣外１点買入及び同経費の支出について
1,017,921

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ３月１８日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費の支出について（３月１９日分）
420

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月１８日支出分　所外保育にかかる普通旅費、其他委員等旅費の支出について（３月１９日分）
1,688

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　カラー体操リングほか２５点の購入及び同経費の支出について
201,852

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　手数料 矢田教育の森保育所排水設備改修工事（公立保育所リフレッシュ工事）にかかる、公共下水道施工承認工事に伴う事務監督費の支出について
79,488

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 生野保育所４歳児保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
442,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 加美第２保育所事務所インターホン修繕の支出について
20,520

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 東中浜保育所調理室トイレ用センサー修繕経費の支出について
11,556

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 八幡屋保育所調乳室給湯器点検作業の支出について
4,536

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 生野保育所２歳児及び５歳児保育室空調機洗浄作業の支出について
129,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（２月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（２月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（３月分）
374,315,805

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２６年１２月分）
66,490

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　やりたい放題ビッグ版ほか３５点の購入及び同経費の支出について
50,965

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリエチレン手袋Ｓほか６点の購入及び同経費の支出について
9,732

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　緊急時連絡票ほか１５点 の印刷・購入及び同所要経費の支出について
327,348

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１５８点の購入及び同経費の支出について
88,556

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
335,610

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリエチレン手袋Ｓほか６点の購入及び同経費の支出について
761,135

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　緊急時連絡票ほか１５点 の印刷・購入及び同所要経費の支出について
576,061

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　朱肉（大）ほか１５８点の購入及び同経費の支出について
1,389,316

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　やりたい放題ビッグ版ほか３５点の購入及び同経費の支出について
354,877

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 発達支援プログラム冊子の印刷経費の支出について
218,160

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 茨田大宮保育所調理室給湯設備他緊急修繕工事の実施経費の支出について
200,880

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 小田町保育所3歳保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
480,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２７年１月分）
44,950

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろ　ほか１５２点の購入及び同経費の支出について
35,316

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点（その３）の購入及び同経費の支出について
46,699

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　一時保育事業（休日）分納付書・領収証書（雑収）ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
119,836

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
418,390

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　一時保育事業（休日）分納付書・領収証書（雑収）ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
213,657

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３０点（その３）の購入及び同経費の支出について
1,337,407

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろ　ほか１５２点の購入及び同経費の支出について
888,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　舌圧子ほか１点の購入及び同経費の支出について（その２）
382,203

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２６年度市立保育所における電話料金（ＫＤＤＩ２月分）の支出について
191

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 南江口保育所５歳児保育室空調機洗浄作業の支出について
54,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度大阪市立保育所・幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分)
534,760

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度市営住宅共通管理費分担金の支出について
132,000
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議実施経費の支出について
68,500

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大淀保育所放送設備修繕の支出について
77,112

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所用　電子体温計ほか１７点の購入及び同経費の支出について
39,690

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　電子体温計ほか１７点の購入及び同経費の支出について
769,748

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 浪速第１保育所１歳児保育室空調機緊急取替工事の実施経費の支出について
410,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（３月分）
266,220

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所・幼稚園一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（２月分）
585,360

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
49,929

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(２月分）
125,370

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて(１月分）
107,450

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
651,446

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鷹合保育所調理室給湯器修繕の支出について
24,588

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 出来島保育所放送設備用アンプ修繕の支出について
20,736

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成26年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム２月分）の支出について
476,170

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 南生野保育所３歳児保育室空調機点検作業の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（２月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（２月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２６年度　保育所運営事業委託料の支出について（保育単価等の改正に伴う増額見込分）
66,401,790

環境局 環境管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２７年１月分・庁舎管理用）
55,500

環境局 環境管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（1月分）
16,350

環境局 環境管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：1月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 大気汚染常時監視用空調機の買入にかかる経費の支出について
3,240

環境局 環境管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用空調機の買入にかかる経費の支出について
195,480

環境局 環境管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（1月28日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 カード立ての購入に係る経費の支出について（環境影響評価用）
10,454

環境局 環境管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（１月分）
1,290

環境局 環境管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 産業廃棄物規制用チューブファイル購入にかかる経費の支出について
5,184

環境局 環境管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用新森小路小学校測定局の電気料金に係る経費の支出について（1月分）
12,835

環境局 環境管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会第４回法制度部会の出張旅費の支出について
2,180

環境局 環境管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁常時監視用刈込鋏ほか８点に係る購入経費の支出について
42,962

環境局 環境管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ゴム印作成費用の支出について（環境管理部　一般業務用）
1,077

環境局 環境管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 化学物質対策セミナー開催に係る技術者派遣料の支出について（化学物質対策用）
51,840

環境局 環境管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 微風速計の購入経費の支出について（交通騒音振動対策用）
36,720

環境局 環境管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用風向風速計買入に係る経費の支出について
955,800

環境局 環境管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（2月分　環境影響評価用）
2,020

環境局 環境管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 備品購入費　機械器具費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質自動測定機ほか1点の買入にかかる経費の支出について
5,998,212

環境局 環境管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月10日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 化製場集約化事業用地不動産鑑定業務委託料の支出について（悪臭防止対策用）
880,200

環境局 環境管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務用切手の購入経費の支出について
9,650

環境局 環境管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（2月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（2月分　事務連絡用）
12,540

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,374

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,290

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,208

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
900

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
300
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環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について(２月分）
53,892

環境局 環境管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
600

環境局 環境管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２７年２月分・庁舎管理用）
360,224

環境局 環境管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（平成27年2月分・庁舎管理用）
1,080

環境局 環境管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,780

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部 公害パトロール用・２月分）
24,121

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：2月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：2月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）２月分
5,940

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（平成27年2月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 ＰＣＢ廃棄物早期処理関係者連絡会への出張旅費の支出について
28,840

環境局 環境管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成27年1月分）
18,499

環境局 環境管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（2月分　環境管理部　一般業務用）
7,805

環境局 環境管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 騒音計の検定及び同経費の支出について（航空機騒音対策用）
15,300

環境局 環境管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成27年　1月分）
12,210

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月25日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（２月分環境規制）
5,345

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 大気汚染調査用ダイオキシン類調査用ハイボリウムエアサンプラ買入に係る経費の支出について
859,680

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１月分
5,030

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　２月分
77,760

環境局 環境管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用費用の支出について　１月分
6,610

環境局 環境管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（3月6日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 ＡＴＣ庁舎電話料金の支出について（平成２７年２月分・庁舎管理用）
59,888

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
1,440

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
2,930

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用トナーカートリッジブラックほか８点に係る購入経費の支出について
367,686

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（第8回 終・環境管理部一般事務用）
18,002

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用微小粒子状物質成分分析用インパクター用オイルほか１点に係る購入経費の支出について
92,448

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用出来島小学校測定局浮遊粒子状物質自動測定機ほか1台修繕に係る経費の支出について
762,480

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（2月分）
16,350

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：2月分）
9,471

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用にかかる経費の支出について（下半期）
797,784

環境局 環境管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 平成２６年度近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会第４回不法投棄対策部会の出張旅費の支出について
2,180

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
500

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
3,020

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
400

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 スライドグラスほか７点購入に係る支出について（アスベスト対策用）
345,394

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アセトンほか１点の購入に係る支出について（アスベスト対策用）
5,702

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用、平成２７年２月分）
480

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
400

環境局 北部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,500

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,400

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,900

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,400

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
320
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環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
400

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
500

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
200

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染対策用検知管の購入経費の支出について
92,102

環境局 西部環境保全監視担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
160

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（２月分）について
240

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（３月分）
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（１月分）
3,753,108

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 北斎場　ガス漏れ検知器ほか取替工事経費の支出について
680,400

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 斎場予約受付システム用携帯電話料金の支出について（斎場事業運営用２月分）
23,320

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用２月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用２月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 南部環境事業センター地下タンク廃止業務委託費（施設維持管理用）の支出について
723,600

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
626

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
12,130

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（一般事務用）
4,600

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 透明ジャンプ傘の購入経費の支出について（路上喫煙対策用）
8,856

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,780

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 手洗い用液体石鹸ほか１点にかかる購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
20,844

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 点灯管購入にかかる経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
2,700

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 組み合わせボールペン（ホルダー）ほか３点にかかる購入経費の支出について（瓜破斎場管理運営用）
12,096

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
2,039,513

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
1,117,082

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,430

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,037

環境局 事業管理課 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 北斎場棺台車補修工事経費にかかる前払い金の支出について（斎場施設整備用）
6,400,000

環境局 事業管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
322,121

環境局 事業管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター事務所棟西側階段踊場窓修繕費（施設維持管理用）の支出について
84,240

環境局 事業管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
532,403

環境局 事業管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１月分）
108

環境局 事業管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数カードの購入経費の支出について（霊園事業運営用）
90,000

環境局 事業管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 原材料費　工事材料費 グレーチング買入にかかる経費(霊園整備用)の支出について
233,280

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 西部環境事業センター洗車用ホースほか２点購入費（施設維持管理用）の支出について
112,860

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター１階地域対策室空調修繕費（施設維持管理用）の支出について
33,355

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター各所漏水修繕費（施設維持管理用）の支出について
178,200

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（1月分）
303,419

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 エアハンドリング用エアフィルター購入経費の支出について（斎場事業運営用）
131,328

環境局 事業管理課 平成27年03月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（１月分）
91,007

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（下半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（２月分）
15,552

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
16,692

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
1,711,706
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環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
5,564,411

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
2,895,827

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
16,212,138

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
12,161,583

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について(平成27年2月分)
26,568

環境局 事業管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破斎場　火炉改修その他工事経費の支出について（斎場施設整備用　完納払い）
68,548,080

環境局 事業管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 粗大ごみ処理手数料収納用ＪＡＮ企業コード更新申請料の支出について
10,800

環境局 事業管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
595,080

環境局 事業管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 電球型・コンパクト型蛍光灯用ホルダ（東芝用）ほか１点にかかる購入経費の支出について（瓜破斎場管理運営用）
10,584

環境局 事業管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
158,000

環境局 事業管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター　高圧気中開閉器緊急修繕費（施設維持管理用）の支出について
901,800

環境局 事業管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局　平成27年1月分）
326,469

環境局 事業管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
140,184

環境局 事業管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
56,727

環境局 事業管理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 フラッシュバルブほか１０点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
152,226

環境局 事業管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託内容調査協議用）
4,620

環境局 事業管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
363,470

環境局 事業管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成27年2月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,171,433

環境局 事業管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成27年2月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園管理用）の支出について
1,780

環境局 事業管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センターＮＯ、２衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
144,720

環境局 事業管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センターNo.1衣類乾燥機修繕（施設維持管理用）の支出について
120,960

環境局 事業管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（1月分）
9,521

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器ほか６点購入費（施設維持管理用）の支出について
31,158

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールバルブほか２点の購入経費（施設維持管理用）の支出について
38,707

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 消火器ほか６点購入費（施設維持管理用）の支出について
1,530

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
3,812,400

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（２月分）
7,560

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
405,000

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
5,940,000

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（２月分）
7,560

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１月分）
383,640

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（１月分）
2,224,540

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 葬祭場　給水ポンプ電磁弁ほか１点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
71,280

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（斎場事業運営用）
21,000

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中浜流注場受入槽・貯留槽等清掃業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（３回目）
907,200

環境局 事業管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
97,200

環境局 事業管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（2月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
4,329,000

環境局 事業管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
3,240,000

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 製本テープほか１６点（一般事務用）購入経費の支出について
70,826

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
6,012

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年2月分）
2,440

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東部環境事業センター自家給油所修理見積手数料費（施設維持管理用）の支出について
20,520

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
3,667,500

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
2,754,000
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環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用2月分）
13,500

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
5,573

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（2月分）
878,219

環境局 事業管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（2月分）
356,400

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 L型カード立て購入経費（建物等適正化審議会用）の支出について
6,696

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
3,212,100

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
16,610

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 平成２７年１月分作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
30,088

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 平成２７年２月分作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
25,955

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用２月分）
26,324,519

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用２月分）
15,702,749

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
5,330

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年2月分）
20,719,000

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園外４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年2月分）
6,128,100

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(平成27年2月分)
9,192,400

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
360,449

環境局 事業管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（2月分）
87,248

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
9,120

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 犬ねこ等の死体処理手数料領収書ほか１件の印刷経費の支出について（犬ねこ等の死体収集処理用）
107,298

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パッキンケース（死獣・ペット処理用）の購入経費の支出について
92,340

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所　光電式スポット型感知器取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
131,760

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター伸縮門扉修繕費（施設維持管理用）の支出について
167,400

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
4,500,000

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
2,157,312

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
381,891

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（2月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
4,050,000

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（2月分）
187,995

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
17,970

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
7,220

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）
880

環境局 事業管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（2月分）
406,425

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケールカード用ゴム印作成経費の支出について
8,812

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手書き納付書用ゴム印作成経費の支出について
15,759

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,598

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（２月分）
3,753,108

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託経費（動物死体処理用）の支出について（２月分）
1,954,854

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託に伴う経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
12,555,042

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の配送業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
756

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
294,456

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成27年2月分）
55,438

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 のぼり（たばこ市民マナー向上エリア用）の買入経費の支出について
24,624

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（たばこ市民マナー向上エリア用）の買入経費の支出について
84,240

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 ポスターの印刷経費の支出について（路上喫煙防止周知用）
81,000

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,361

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,224

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
604

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋（Ａ）ほか３点　買入経費の支出について
1,813,428



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 シダホウキほか２点購入経費（清掃ボランティア用）の支出について
112,050

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,717

環境局 事業管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 泉南メモリアルパーク園路改修工事にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）
8,655,120

環境局 事業管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（2月分）
322,121

環境局 事業管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター　給湯用熱交換器性能点検業務委託費（施設維持管理用）の支出について
2,160,000

環境局 事業管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
4,256

環境局 事業管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 南霊園擁壁改修工事にかかる経費(霊園整備用)の支出について
4,079,160

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷凍庫の購入経費（環境整備用）の支出について
243,000

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター排水処理設備扉修繕費（施設維持管理用）の支出について
270,000

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 環境局旧河川事務所玄関扉ガラス修繕経費（河川水面清掃事業用）の支出について
75,600

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター庁舎・北部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（2月分）
303,419

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（2月分）
510,890

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 路上喫煙禁止地区標示路面シール貼付業務委託費（路上喫煙対策事業用）の支出について
43,200

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用３月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用３月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 備品購入費　庁用器具費 抹香粉砕機（ミル）購入経費の支出について（斎場事業運営用）
59,400

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（2月分）
146,978

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 シダホウキほか６点買入経費（清掃ボランティア用）の支出について
1,134,183

環境局 事業管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 南霊園無縁納骨施設整備設計委託業務に関する経費の支出について
399,600

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入経費（職員衛生用）の支出について
55,520

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,884

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
200

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
900

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
535,916

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
823,584

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
762,048

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 セロテープほか３点(普及啓発用）購入経費の支出について
32,400

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
23,460

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 衛生管理者試験（安全衛生用）受験にかかる交通費の支出について
3,160

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
516

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
630

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
750

環境局 北部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,300

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
2,255

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
2,527

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
1,300

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（27年1月分）
400

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．1月中継地分）
82,358

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．1月分）
420,123

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．1月分）
1,235,376

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油の購入に係る経費の支出について（暖房用）
18,360

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ホーキの購入に係る経費の支出について（中継地管理用）
23,760

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．2月分）
1,235,376

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．2月分）
345,845

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．2月中継地分）
82,358

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27.2月分）
762,048

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 賞状盆ほか１点の購入に係る経費の支出について（市民啓発用）
30,240

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクジェットカラープリンターの購入に係る経費の支出について（市民啓発用）
13,824
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環境局 東北環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・2月分）
237,130

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・3月分）
14,471

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 2月分市内等出張交通費の支出について
52,580

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗剤の購入に係る経費の支出について（中継地管理用）
15,733

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入に係る経費の支出について（庁舎管理用）
33,696

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
8,447

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
3,860

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
600

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（27年2月分）
750

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアポケットほか７点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
22,199

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）
80,352

環境局 東北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機の購入に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）
11,664

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
597,202

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２７年１月分）
1,235,376

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用布描きクレヨン購入経費の支出について
18,576

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
4,548

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
762,048

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
2,572

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
400

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
3,996

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
500

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る支出について（一般事務用）
138

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２７年１月分）
15,770

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用カッター替刃ほか２１点購入経費の支出について
38,210

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットプリンタ用印刷用紙ほか２点の購入経費支出について
61,020

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２７年２月分）
46,230

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,097

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
2,669

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
762,048

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
218,739

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２７年２月分）
1,235,376

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
592,310

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
234,419

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
250

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
720

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
3,240

環境局 城北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
1,900

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 整備棟用灯油購入経費の支出について
16,200

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年１月分）
1,921

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年１月分）
842

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年１月分）
2,720

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年１月分）
4,146

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年１月分）
1,200

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１月分）の支出について
8,100

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物収集輸送用ガラスコーティング剤購入経費の支出について
20,088

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成27年2月分）
650,323

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２７年２月分）
617,688

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２７年２月分）
762,048
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環境局 西北環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成27年2月分）
483,726

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成27年３月分）
20,292

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用西北環境事業センター正面入口国旗掲揚ポール修繕にかかる経費の支出について
96,975

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用庁内パソコンプリンタトナー購入経費の支出について
19,710

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
2,442

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
796

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
1,390

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
2,500

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
1,601

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
2,160

環境局 西北環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２７年２月分）
500

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
838

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２６年１月分）
7,350

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第６５～６９号）の支出について　（平成２７年１月分）
1,529

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第６５～６９号）の支出について　（平成２７年１月分）
2,961

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年１月分
1,016,064

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第６５～６９号）の支出について　（平成２７年１月分）
1,640

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（ドラム缶）購入経費の支出について（暖房器具用）
16,200

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ハンガーラックダブルほか1点の購入経費の支出について（普及啓発用）
30,584

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年１月分
202,669

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費の支出について（暖房器具用）
16,200

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 中央区エコクッキング教室開催に伴う講師謝礼金について（普及啓発用）
39,080

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成27年2月分)
17,700

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
45,696

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ２点購入経費の支出について（一般事務用）
40,500

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
762,048

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
1,235,376

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２７年２月分）
7,440

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成27年2月分
229,003

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（３月分）
16,210

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２７年３月分
5,853

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（２月分）
285,892

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第７０～７７号）の支出について　（平成２７年２月分）
1,310

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第７０～７７号）の支出について　（平成２７年２月分）
1,100

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコ・クッキング教室の開催及び経費の支出について
6,480

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第７０～７７号）の支出について　（平成２７年２月分）
750

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る支出について（一般事務用）
3,013

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか２点購入経費の支出について（職員衛生用）
91,843

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
864

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯ほか1点購入経費の支出について（庁舎管理用）
30,553

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年２月分
156,220

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
3,150

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 水中ポンプ購入経費の支出について（庁舎管理用）
33,048

環境局 中部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 のりパネルほか7点の購入経費の支出について（普及啓発用）
30,002

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（１月分）
3,290

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
762,048

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
1,235,376

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,306
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環境局 西部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,040

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,925

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
5,600

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（２月分）
680,850

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール探知器４台購入経費の支出について（運転登録職員の呼気検査用）
37,800

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水 ５缶 購入経費（職員衛生用等）の支出について
14,796

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（２月分）
412,441

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（３月分）
21,653

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
617,688

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
388,987

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（２月分）
6,730

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,628

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,600

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,047

環境局 西部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
5,975

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,150

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
900

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
800

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,652

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
216

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,970

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,200

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トラックシート用ゴム購入の支出について（廃棄物処理事業用）
15,120

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（１月分）
4,780

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）３月分
17,646

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）２月分
319,561

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（２月分）
1,235,376

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
397,662

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（２月分）
762,048

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 整備工場用　白灯油購入経費の支出について
15,768

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ３Ｒ啓発活動用ラベルライターほか２点の購入並びに同経費の支出について
63,061

環境局 東部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（1月分）
16,534

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（1月分）
6,912

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（1月分）
400

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/1月分）
7,950

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発用デジタルカメラの購入経費の支出について
24,408

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか２点の購入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
66,528

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年2月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
549,125

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年2月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
617,688

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年２月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
762,048

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機部品インサートグリップ付きランスほか9点の買入及び同経費の支出について（庁舎管理用）
121,824

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成26年度　下水道料金の支出について（庁舎管理用　2月分）
351,837

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）(３月分）
18,694
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環境局 西南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/1月分）
540

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/11月分）
580

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/2月分）
17,040

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（暖房用）の購入及び同経費の支出について
15,076

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（2月分）
1,759

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（2月分）
1,700

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアファイル(替紙式）ほか20点の購入経費の支出について（一般事務用）
129,003

環境局 西南環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　窓ガラス清掃業務委託及び同経費の支出について（庁舎管理用）
57,240

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）
166,320

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
1,131

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
5,940

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
12,960

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カッティングプロッター用洗浄液ほか５点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
35,143

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１月分)
656,246

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
1,394

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
5,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
19,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
4,560

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（１月分）
1,750

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(１月分)
102,948

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：１月分
29,430

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１月分
254,696

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１月分
58,050

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１月分
21,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１月分
172,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：１月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：１月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
35,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
888,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１月分)
1,016,064

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)
31,949

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）
106,920

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（２月分）
34,938

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月広域分)
17,820

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(12月広域分)
5,508

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)
2,266,789

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(１月分)
285,120

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 Ｏリングほか１７点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
199,117

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：１月分
10,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）（２月分）
35,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
77,760

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
189,216

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アクリルラッカー塗料　ほか２点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
42,768

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルほか１点の買入について（自動車整備用）
220,320

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＳＤレコーダ付オルゴールアンプの買入経費の支出について（じん芥収集自動車用）
396,867

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車体洗浄剤の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
376,920

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 高所作業台点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）
399,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690
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環境局 南部環境事業センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
94,608

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 南部環境事業センターほか10か所ホイストクレーン点検整備に係る経費支出について（工場整備用）
1,047,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電卓ほか３９点（一般事務用）の購入経費の支出について
80,893

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（1月分）
111,149

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(1月分)
311,143

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）
163,959

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（1月分）
706,578

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）
1,152,591

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（1月分）
400,577

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（1月分）
14,550

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防じんマスクほか３点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
163,080

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（一般事務用）購入経費の支出について
14,580

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）
106,920

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（２月分）
14,223

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（２月分）
23,510

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用クリア－ブックほか２点の購入経費の支出について
23,220

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
591,656

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
823,584

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(２月分)
82,358

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（３月分）
13,413

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
223,233

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マーキングフィルムほか５点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
63,720

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（２月分）
58,801

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（粗大ごみ中継作業車整備用）：２月分
81,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
29,430

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：１月分
75,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度（後期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：２月分
35,510

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（粗大ごみ中継作業車整備用）：２月分
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：２月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）：２月分
34,020

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（事務連絡自動車整備用）：２月分
5,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）2月分
898,128

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
53,568

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）2月分
88,776

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（2月分）
84,834

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（2月分）
124,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：２月分
86,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：２月分
145,540

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 分別用保管庫（庁舎管理用）の購入経費の支出について
140,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：２月分
98,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：２月分
26,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
5,378

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー(衛生用）購入の経費支出について
74,844

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器薬剤の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
3,240

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 首振ラチェットハンドル（９．５ｍｍ）ほか１５点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
332,046

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(2月分)
121,665

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(2月広域分)
5,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
3,667
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環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）
766,281

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか３点（概算契約）の購入経費の支出について（自動車整備用）（３月分）
4,644

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（３月分）
69,876

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
3,155

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 塗装ブース作業環境測定業務委託に係る経費の支出について（作業環境評価用）
155,196

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
4,100

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 リサイクル教室用はさみほか4点の購入経費の支出について
29,013

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
1,968

環境局 南部環境事業センター 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
900

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用２月分）の支出について
1,065,977

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
2,840

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,712

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
100

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナー（一般事務用）購入経費の支出について
37,800

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油性ボールペン黒（１０本入）ほか１２点（一般事務用）購入経費の支出について
48,205

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用１月分）の支出について
20,800

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 再生定規購入経費の支出について（啓発事業用）
48,384

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラベルライター　ほか２点（一般事務用）購入経費の支出について
38,772

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用２月分）の支出について
22,230

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん水（安全衛生用）購入経費の支出について
35,100

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託経費（庁舎管理用）の支出について
27,216

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
617,688

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用３月分）の支出について
980,075

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 方眼下敷（リサクル教室用）購入経費の支出について
37,195

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,802

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,291

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,572

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
762,048

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,463

環境局 東南環境事業センター 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,250

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 備品購入費　機械器具費 同軸ケーブルほか３点買入経費の支出について（許可業者禁止物搬入対策用）
270,432

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 排出事業者周知用パンフレット印刷経費の支出について
604,584

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 舞洲工場指定搬入路通行にかかる搬入車両調査の実施及び同経費の支出について
718,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
147,204

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等／１～２月分）
14,760

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施及び同経費の支出について（２月分）
73,008

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（２月分）
294,701

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託その４（概算契約）の実施及び同経費の支出について（２月分）
7,105

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）（２月分）
151,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年２月分）
4,730

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年２月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【2月分】
36,180

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１月分）
21,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２６年度（第２～第４四半期）資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（１月分）
1,365,506

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（１～２月分）
972

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用養生テープほか１４点の購入について
40,867

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 トランシーバーほか１点の購入について（一般廃棄物収集運搬許可業者指導における調査用）
56,700

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
756
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年1月分）
26,012

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（１月分）の支出について（拠点回収事業用）
897,480

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成27年1月分）
7,370

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手の購入経費の支出について
9,720

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用市営交通回数カード購入経費の支出について
60,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用コットンバッグ購入経費の支出について
243,648

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　損害保険料 市民見学会用傷害保険料の支出について（平成２７年３月実施分）
5,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 西成区リサイクル工作教室（平成27年2月14日西成区民センター　1階１－３会議室）講師謝礼金の支出について
10,960

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 平野区ごみ減量講演会（平成27年2月13日クレオ大阪南）講師謝礼金の支出について
19,920

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 廃棄物減量等推進員用大阪ごみ減量市民交流会等参加推進員交通費の支出について
22,940

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 西区推進員連合代表者会議（平成27年2月9日九条東連合会館）会場使用料の支出について
3,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用中央区廃棄物減量等推進員会場使用料の支出について（平成２７年３月１７日開催分）
14,850

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区リサイクル工作教室（平成27年2月14日西成区民センター）会場使用料の支出について
1,960

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進用市民見学会バス借入経費の支出について（平成27年2月分）
246,330

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 容器包装プラスチック運搬作業確認書ほか１点の印刷経費の支出について（資源化事業用）
103,960

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 阿倍野区リサイクル工作教室（平成27年2月22日阿倍野図書館）講師謝礼金の支出について
20,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（２月６日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 西区エコクッキング（平成27年2月21日西区子ども子育てプラザ）講師謝礼金の支出について
36,060

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 資源集団回収団体支援用再生紙トイレットペーパー（環境局）買入にかかる経費の支出について
6,178,904

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 資源集団回収活動の推進事業用切手購入経費の支出について
27,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー点検・整備費用の支出について
561,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 東成区リサイクル工作教室（平成27年2月26日東成子育て支援センター）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 容プラ中継施設運営用ショベルローダータイヤの購入費用の支出について
339,487

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見１号）の修理費用の支出について
100,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（西淀１号）の修理費用の支出について
20,206

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野１・２号）の修理費用の支出について
49,356

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（２月分）
83,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その２）費用の支出について（２月分）
11,880

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 各区ガレージセール用ポスター印刷経費の支出について（その４）
26,254

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用リーチローダー点検・整備費用の支出について
202,489

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見１号）の修理費用の支出について
49,248

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（２月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その１）費用の支出について（２月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用平野区廃棄物減量講演会用会場舞台技術運営業務委託経費の支出について（平成27年2月13日クレオ大阪南）
32,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 「古紙・衣類収集の収集日変更にかかる周知ビラ」印刷にかかる経費の支出について（古紙・衣類収集用）
1,007,100

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 東住吉区リサイクル工作教室（平成27年2月21日東住吉会館大会議室）講師謝礼金の支出について
20,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用プリンタインク購入経費の支出について
343,159

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用カラーコピー用紙購入経費の支出について
112,752

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用パネルフレーム購入経費の支出について
53,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成27年3月分）
8,412

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（中継地運営管理用）の支出について（平成27年2月分）
9,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー点検・整備費用の支出について
3,958,407

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東北１号）の修理費用の支出について
95,493

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
85,946

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
84,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用パネルフレーム購入経費の支出について
53,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用名刺型名札入れほか１点購入経費の支出について
343,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成27年2月分）
18,020
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
3,860

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
4,320

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（２月分）の支給について
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 資源集団回収団体支援用資源集団回収団体への奨励品配送業務（環境局）委託に係る経費の支出について（第１回部分払）
2,539,950

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ袋購入経費の支出について（中継地運営管理用）
4,536

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ袋購入経費の支出について（中継地運営管理用）
4,914

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 廃棄物減量等推進事業用住之江区ガレージセール講師謝礼金の支出について（３月１４日開催分）
41,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用大型プリンターメンテナンスタンクほか１点購入経費の支出について
33,048

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 住宅地図買入にかかる経費の支出について（古紙・衣類収集用）
21,330

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダータイヤ費用の支出について
137,808

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダータイヤ費用の支出について
209,088

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 平野容器包装プラスチック中継施設重量シャッター修繕費用の支出について
993,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（鶴見資源１号）の修理費用の支出について
243,657

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,230,647

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,368,958

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,366,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
7,544,763

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,748,171

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２６年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ年間契約（その３）費用の支出について（３月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,992,477

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,159,777

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,370,864

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
10,225,542

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
945,937

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,160,511

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（２月分）の支出について
632,458

環境局 施設管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 リフレうりわり　余熱利用設備等修繕経費の支出について（施設維持管理用）
399,600

環境局 施設管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手の購入経費の支出について
9,200

環境局 施設管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カード購入経費の支出について
60,000

環境局 施設管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（１月分）
1,679,961

環境局 施設管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
969,019

環境局 施設管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場の水道料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　１月分）
609,168

環境局 施設管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用２月分）
967,722

環境局 施設管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 定水位弁の買入経費の支出について（施設維持管理用）
24,840

環境局 施設管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 乾電池(番号1）ほか７点の買入経費の支出について（設備維持管理用）
42,012

環境局 施設管理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 道路用材の買入経費の支出について（処分地造成用）
1,071,360

環境局 施設管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業用マスクほか２点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
56,700

環境局 施設管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（建設物価調査会）
66,900

環境局 施設管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について（経済調査会）
69,065

環境局 施設管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 リフレうりわり　エレベータ使用再開点検整備業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
2,158,920

環境局 施設管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
576,708

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２６年度ポリ硫酸第二鉄（北港事務所）下半期　概算買入経費の支出について（処分地管理用・２月分）
376,533

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 LED回転灯ほか１点買入経費の支出について（処分地管理用）
11,880

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２６年度２月分）
86,994

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 住之江総合会館　畳表ほか張替修繕経費の支出について（施設維持管理用）
239,220

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（２月分・処分地管理用）
18,360

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分経費の支出について（平成２６年度２月分、八尾・平野工場）
11,013,192

環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　焼却工場エアラインシステム保守点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,323,000
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環境局 施設管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託経費の支出について（２月分・処分地管理用）
146,557

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
24,810

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（大阪港振興）の電気使用料金にかかる経費の支出について（１月～３月分）（施設維持管理用）
105,000

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（２月分）（施設維持管理用）
464,400

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（２月分・処分地管理用）
11,464,614

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）の経費の支出について(２月分）（施設維持管理用）
130,788

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 クレーン運転士免許実技教習（その２）の受講にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
113,400

環境局 施設管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 玉かけ技能講習の受講にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
268,000

環境局 施設管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リフレうりわり　中央監視装置用ＭＣＵほか２点の買入経費の支出について（施設維持管理用）
1,296,000

環境局 施設管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２６年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（２月分）
2,009,505

環境局 施設管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 リフレうりわり　余熱利用設備等修繕（その２）経費の支出について（施設維持管理用）
388,800

環境局 施設管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度放射性物質濃度等測定業務委託料の支出について（工場維持管理用）
697,680

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　2月分）
2,130,498

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
2,923,935

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　2月分）
257,765

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場ほか２か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　2月分）
484,329

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
1,543,449

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２６年度２月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
598,897

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　２月分）
15,944,905

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金の支出について（焼却工場維持管理用　３月分）
3,194,896

環境局 施設管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　住之江工場ほか6ヵ所貯水槽清掃業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
1,318,680

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 舞洲工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
2,606,385

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 東淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
634,980

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場ほか１箇所で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
28,043,638

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 西淀工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
15,473,715

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 鶴見工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
747,367

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場で使用する電気の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　２月分）
10,078,632

環境局 施設管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　手数料 検査証書替手数料の支出について（一部事務組合設立用）
81,000

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場ほか６か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
1,339,413

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポンプ部品買入経費の支出について（処分地管理用）
42,886

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場ほか４か所）下半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　２月分）
2,682,622

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,923

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消しゴムほか１６点買入経費の支出について
54,280

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第４四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・２月分）
50,803

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　第４四半期分　軽油買入経費の支出について（処分地管理用・平成２６年度２月分））
617,688

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,263

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（２月分）
283,139

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）費用の支出について（平成２６年度・残滓陸送用）（２月分）
1,364,055

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
900

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北港事務所消防用設備等保守点検業務委託経費の支出について（処分地管理用）
86,400

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度ごみ焼却工場における防災管理点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
378,000

環境局 施設管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 北港処分地〔南地区〕ガス抜施設設置工事（その１８）経費の支出について（工事完成金・処分地造成用）
5,217,520

環境局 施設管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 住之江屋内プール　臨時休館に伴う営業補償経費の支出について（施設維持管理用）
79,835

環境局 施設管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 高圧洗浄機買入経費の支出について（処分地管理用）
123,120

環境局 施設管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 需用費　燃料費 北港事務所における平成２５年度３月分軽油にかかる買入経費の過年度支出について（処分地管理用）
246,690

環境局 施設管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２６年度　山土の買入経費の支出について（処分地造成用）
2,384,640

環境局 施設管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送施設輸送管修繕経費の支出について（施設維持管理用）
1,998,000
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環境局 建設企画課 平成27年03月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２６年度　八尾工場関連施設建設費交付金の支出について（廃棄物処理施設整備費用）
51,746,595

環境局 建設企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度版廃棄物処理施設整備実務必携購入経費の支出について（廃棄物処理施設建替事務用）
6,156

環境局 建設企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮２丁目地内ごみ空気輸送管撤去に伴う水質分析測定業務委託経費の支出について（管路輸送設置施設の代替設備設置事業用）
325,080

環境局 建設企画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 もと港工場煙突除染解体撤去工事監理業務委託（完了時支払い）経費の支出について（焼却工場解体用）
3,261,960

環境局 建設企画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 もと港工場煙突除染解体撤去工事の工事完成による請負代金の支出について（焼却工場解体用）（債務負担予定額分）
72,728,040

環境局 建設企画課 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 もと港工場煙突除染解体撤去工事の工事完成による請負代金の支出について（焼却工場解体用）（債務負担予定額以外分）
902,738

環境局 建設企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
13,180

環境局 建設企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
3,500

環境局 建設企画課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
820

環境局 建設企画課 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
250

環境局 西淀工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（１月分）
712,800

環境局 西淀工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルメタルホース（＃１）ほか１６点買入経費の支出について（施設維持管理用）
681,382

環境局 西淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（1月分）の支出について（事務連絡用）
8,080

環境局 西淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ガス溶接技能講習にかかる出張旅費の支出について（１月分）
600

環境局 西淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油ほか７点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
295,207

環境局 西淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ヘルメット（♯１）ほか２点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
88,020

環境局 西淀工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルター部組ほか４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
44,712

環境局 西淀工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 灰クレーン用部品（＃１）ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
602,640

環境局 西淀工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食剤（その２）（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
942,840

環境局 西淀工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルゲージ（♯１）ほか３点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
88,236

環境局 西淀工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤下半期（西淀工場）概算買入　購入経費の支出について（施設維持管理用・第３回分）
375,840

環境局 西淀工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 軸受ベアリングほか４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
56,635

環境局 西淀工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン成型品（＃１）ほか１１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
383,400

環境局 西淀工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＦＲＰ製グレーチングの購入経費の支出について（施設維持管理用）
102,492

環境局 西淀工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ（＃１）ほか３点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
414,720

環境局 西淀工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ステーターの購入経費の支出について（施設維持管理用）
138,348

環境局 西淀工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１点の購入経費の支出について（庁舎管理用及び職員用）
50,760

環境局 西淀工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蓄電池（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
24,926

環境局 西淀工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 粘土状補修パテほか２７点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
261,738

環境局 西淀工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムポンプ（♯１）ほか２点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
501,120

環境局 西淀工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁弁（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
361,368

環境局 西淀工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 環境局西淀工場　作業服洗濯代の支払いについて（廃棄物処理事業用　２月分）
13,165

環境局 西淀工場 平成27年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西淀工場排水貯槽等清掃業務委託費の支出について（施設維持管理用）
259,200

環境局 西淀工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤーポンプの購入経費の支出について（施設維持管理用）
70,200

環境局 西淀工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 六角ボルト（＃１）ほか２２点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
153,576

環境局 西淀工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場アンモニア水蒸発器の性能検査手数料の支出について（施設維持管理用）
20,736

環境局 西淀工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガスケット（＃１）ほか２点購入経費の支出について（施設維持管理用）
45,522

環境局 西淀工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エレメント（♯１）ほか２点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
45,468

環境局 西淀工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 面体　購入経費の支出について（施設維持管理用）
15,120

環境局 西淀工場 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西淀工場自家用電気工作物点検業務委託費の支出について（施設維持管理用）
456,192

環境局 西淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,951

環境局 西淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
8,461

環境局 西淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
440

環境局 西淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,113

環境局 西淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 通話料金の支払について（平成２７年１月分）・事務連絡用
45

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 玉掛け技能講習にかかる出張旅費の支出について（２月分）
3,780

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（2月分）の支出について（事務連絡用）
19,330

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ノズル　購入経費の支出について（施設維持管理用）
33,588
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環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルター（♯１）ほか３点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
173,016

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ホースほか１点　購入経費の支出について（施設維持管理用）
260,280

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（２月分）
1,425,600

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西淀工場消防用設備点検業務委託の支出について（焼却工場維持管理用）
2,298,240

環境局 西淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成26年度　西淀工場樹木維持管理業務委託費の支出について（工場施設維持管理用）
308,880

環境局 平野工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガスケットほか８点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
165,402

環境局 平野工場 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 同軸ケーブルほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
7,020

環境局 平野工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウイングチェッキバルブほか５点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
260,496

環境局 平野工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
225,720

環境局 平野工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＣＰＵユニットほか１１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
858,924

環境局 平野工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フライトコンベア主務チェーンほか２点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
5,346,000

環境局 平野工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サクションフィルタエレメントほか４点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
220,536

環境局 平野工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹ほうき購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
95,040

環境局 平野工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パドルほか３点（平野工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
4,883,760

環境局 平野工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤(平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
37,260

環境局 平野工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボイラ水面計部品ほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,136,754

環境局 平野工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 磁気吸着式穴あけ機購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
186,840

環境局 平野工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２７年１月分）
22,880

環境局 平野工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁弁ほか４点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
356,734

環境局 平野工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パッキンシートほか２点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
311,180

環境局 平野工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 工場維持管理用　玉掛け技能講習受講に係る出張旅費の支出について
6,720

環境局 平野工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 テーパーシャンクドリルほか３点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
81,367

環境局 平野工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 溶接用ワイヤほか１点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
63,072

環境局 平野工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 陽イオン交換樹脂（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
829,440

環境局 平野工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空調機用フィルタ（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
665,280

環境局 平野工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 サイレンサーほか１点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
28,663

環境局 平野工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計ほか２点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
105,192

環境局 平野工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）下半期概算買入購入経費の支出について（排ガス処理用・２月分）
712,815

環境局 平野工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 心出し調整アクセサリほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
27,086

環境局 平野工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 心出し調整アクセサリほか１点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
117,612

環境局 平野工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（その３）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
241,056

環境局 平野工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリース購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
279,612

環境局 平野工場 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 平野工場灰汚水槽清掃業務委託経費の支出について（焼却設備維持管理用）
280,800

環境局 平野工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁接触器ほか１点購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
237,384

環境局 平野工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　２月請求分）
5,590

環境局 平野工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　作業用洗濯業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用・２月分）
31,546

環境局 平野工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラチェット購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
336,960

環境局 平野工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アイボルトほか６点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
130,188

環境局 平野工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蒸気バルブ（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
607,284

環境局 平野工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレーキライニング購入経費の支出について(焼却工場維持管理用）
298,944

環境局 平野工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
31,200

環境局 平野工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,692

環境局 平野工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
24,121

環境局 平野工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
130

環境局 平野工場 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 平野工場１号炉ボイラ設備緊急補修工事経費の支出について（焼却工場整備用）
9,169,200

環境局 平野工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ（平野工場）の購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
57,866

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールペンほか７点の購入経費の支出ついて（一般事務用）
22,042

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気式高速タガネほか６点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
95,256
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環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電動ジェットタガネほか５点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
190,695

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 溝形鋼ほか５点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
318,276

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブ購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
79,920

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディスク・スチームトラップほか１点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
323,892

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 光学式マウス購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
9,882

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パッキンツール購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
27,648

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＷＮフランジ購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
261,360

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 化学防護服（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
341,172

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空気呼吸器部品ほか１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
183,708

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器ほか４点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
349,941

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スプリングプランジャほか４点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
62,488

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 噴霧ノズルほか４点購入経費の支出について(焼却工場維持管理用）
204,660

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 公用車の定期点検整備に係る経費の支出について（公用車維持管理用）
8,640

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 平野工場ごみ分析室空調設備の修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
298,000

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 消火器ほか４点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
3,000

環境局 平野工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 電動ジェットタガネほか５点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
56,160

環境局 住之江工場 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場搬入物検査設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
6,102,000

環境局 住之江工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
2,943,293

環境局 住之江工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
1,275,102

環境局 住之江工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯買入経費の支出について（施設維持管理用）
77,760

環境局 住之江工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カメラほか８点買入経費の支出について（施設維持管理用）
310,662

環境局 住之江工場 平成27年03月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 オイルクーラー買入経費の支出について（施設維持管理用）
105,300

環境局 住之江工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（その３）（住之江工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用）
279,072

環境局 住之江工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ステータの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
139,320

環境局 住之江工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アジャストプレートの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
147,960

環境局 住之江工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポート弁ほか1点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
37,368

環境局 住之江工場 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場有害ガス処理設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
14,256,000

環境局 住之江工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場ボイラ定期安全管理審査手数料の支出について（焼却工場維持管理用）
168,480

環境局 住之江工場 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場１号炉再加熱用空気加熱器緊急修繕経費の支出について（焼却工場設備整備用）
644,760

環境局 住之江工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガラス電極の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
11,664

環境局 住之江工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキン１ほか２点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
362,880

環境局 住之江工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ローラチェーンの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
49,896

環境局 住之江工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・2月分）
375,840

環境局 住之江工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年12月・平成27年2月分）
5,780

環境局 住之江工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成26年12月・平成27年2月分）
5,520

環境局 住之江工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 インバータ買入経費の支出について（施設維持管理用）
224,640

環境局 住之江工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者免状交付申請経費の支出について（安全衛生用）
2,800

環境局 住之江工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分））
1,275,102

環境局 住之江工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
2,651,936

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水栓ほか８点買入経費の支出について（施設維持管理用）
99,079

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対＃１ほか１点買入経費の支出について（施設維持管理用）
100,224

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年2月分)
2,570

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年2月分)
1,300

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費に支出について（廃棄物処理事業）(２月分)
5,173

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度住之江工場ほか１か所消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,689,120

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年3月分）
250

環境局 住之江工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年2月分)
250

環境局 住之江工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油ほか１点の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
153,360
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環境局 住之江工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モーターファンの買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
11,448

環境局 住之江工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ買入経費の支出について（施設維持管理用）
55,728

環境局 住之江工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 化学保護服買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
276,480

環境局 住之江工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・2月分）
570,240

環境局 住之江工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 積算電力量計ほか７点買入（その２）経費の支出について（焼却工場維持管理用）
126,802

環境局 住之江工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場焼却設備定期整備工事経費の支出について(焼却工場施設整備用）
233,172,000

環境局 住之江工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場取水設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
36,288,000

環境局 鶴見工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
14,676

環境局 鶴見工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
1,250

環境局 鶴見工場 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ概算買入経費の支出について（施設維持管理用・１月分）
4,128,757

環境局 鶴見工場 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤買入経費の支出について（施設維持管理用）
488,160

環境局 鶴見工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　１月分）
9,422

環境局 鶴見工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メッシュフェンスほか1点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
257,288

環境局 鶴見工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 鶴見工場消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用・完了払い）
811,120

環境局 鶴見工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 渦巻きポンプ買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
1,219,320

環境局 鶴見工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧温水洗浄機部品１ほか３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
24,624

環境局 鶴見工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ球ほか４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
79,812

環境局 鶴見工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリスほか３点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
322,920

環境局 鶴見工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用高分子凝集剤（その２）買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
55,080

環境局 鶴見工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成27年2月分職員安全衛生用）
17,620

環境局 鶴見工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 機器冷却水処理剤買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
528,444

環境局 鶴見工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 噴霧ノズル買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
388,800

環境局 鶴見工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第４四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用・２月分）
570,240

環境局 鶴見工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 保護めがねほか７点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
214,822

環境局 鶴見工場 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 鶴見工場自家用電気工作物点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
461,160

環境局 鶴見工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤概算買入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
876,922

環境局 鶴見工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プラ舟買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
121,824

環境局 鶴見工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
11,334

環境局 鶴見工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
1,250

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モニター買入経費の支出について（施設維持管理用）
159,300

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ概算買入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
2,914,453

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 漏電ブレーカ買入経費の支出について（施設維持管理用）
71,280

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤買入経費の支出について（施設維持管理用）
291,330

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 緩衝ゴムほか1点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
48,211

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷温水配管洗浄剤買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
330,480

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油　買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
21,540

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話通話料金の支出について（平成27年3月請求分・一般事務用）
18

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 鶴見工場ボイラー定期安全管理審査実地審査料の支出について（焼却工場維持管理用）
169,000

環境局 鶴見工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見工場焼却設備整備工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
323,157,600

環境局 八尾工場 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について(12月分)
12,640

環境局 八尾工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
427

環境局 八尾工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
2,046

環境局 八尾工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（1月分）
3,284

環境局 八尾工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプほか１点の買入にかかる購入経費の支出ついて（施設維持管理用）
126,792

環境局 八尾工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 八尾工場ボイラー定期安全管理審査手数料の支出について（焼却工場維持管理用）
170,035

環境局 八尾工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について(1月分)
9,680

環境局 八尾工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 低圧ナトリウムランプほか７点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
242,730

環境局 八尾工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷却ファンほか６点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
59,945
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環境局 八尾工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油　第４四半期購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
712,800

環境局 八尾工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：２月分）
601,981

環境局 八尾工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：２月分）
803,017

環境局 八尾工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直結式小型吸収缶ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
142,236

環境局 八尾工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：２月分）
662,376

環境局 八尾工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成26年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託の実施経費の支出について　2月分（廃棄物処理事業用）
24,856

環境局 八尾工場 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 八尾工場ごみピット転落者救助用ゴンドラ年次点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
172,800

環境局 八尾工場 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(2月分)
1,434

環境局 八尾工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＰＨ計電極（＃１）ほか５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
480,060

環境局 八尾工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,845

環境局 八尾工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 発電機界磁用しゃ断器の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
225,504

環境局 八尾工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,136

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 玉掛け技能講習にかかる出張交通費の支出について（工場施設維持管理用）
2,920

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内等出張交通費の支出について(２月分)
16,440

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス調整器＃１ほか６点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
73,116

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 Ｎ２標準ガスほか２点の買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用）
66,312

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリス＃１ほか１点の買入にかかる購入経費の支出について（施設維持管理用）
259,632

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ(八尾工場）概算買入経費の支出について(施設維持管理用：２月分）
317,204

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 潤滑器ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
171,979

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 灰クレーンバケット（八尾工場）の購入経費の支出について（施設維持管理用）
10,692,000

環境局 八尾工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 八尾工場混練機修繕費の支出について（施設維持管理用）
1,944,000

環境局 舞洲工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐熱アルミテープほか４点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
136,911

環境局 舞洲工場 平成27年03月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 灰クレーンワイヤーシンブル　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
475,200

環境局 舞洲工場 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フィルターカートリッジの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,910,703

環境局 舞洲工場 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（1月分）の経費の支出について（職員衛生用）
15,487

環境局 舞洲工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 温度調節器ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
157,140

環境局 舞洲工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 四画面切替器ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
287,280

環境局 舞洲工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 耐摩耗性油圧作動油ほか３点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
305,640

環境局 舞洲工場 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 四画面切替器ほか１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
74,520

環境局 舞洲工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブコントロール購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
197,640

環境局 舞洲工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゲージバルブほか８点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
38,772

環境局 舞洲工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スチームトラップほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
249,102

環境局 舞洲工場 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 複合ガス検知器の修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
56,160

環境局 舞洲工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 仕切弁ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
352,080

環境局 舞洲工場 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分　買入経費（公用車用）の支出について（平成２７年１月分）
6,864

環境局 舞洲工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 空調機用フィルター　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
225,936

環境局 舞洲工場 平成27年03月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキンほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
246,110

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 講習用近接地出張交通費の支出について（２月分）
280

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用ほか市内出張交通費の支給について（平成２７年２月分）
11,270

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 講習用近接地出張交通費の支出について（２月分）
11,010

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動給油器　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
293,760

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスク用吸収缶ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
365,256

環境局 舞洲工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年２月分）
2,540

環境局 舞洲工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダの概算買入（その２）経費の支出について（焼却施設維持管理用）
87,402

環境局 舞洲工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 業務用小型プリンターほか２点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
48,600

環境局 舞洲工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 業務用小型プリンターほか２点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
91,800

環境局 舞洲工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カメラケースほか１点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
121,500

環境局 舞洲工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ４波復調器ほか１点（その２）修繕経費の支出について（施設維持管理用）
288,360
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環境局 舞洲工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２６年度　ショベルローダー定期自主検査手数料の支出について（破砕設備維持管理用）
83,916

環境局 舞洲工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防スライム剤（舞洲工場）（その２）の購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
481,140

環境局 舞洲工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ｐＨ計電極の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
72,576

環境局 舞洲工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防食防スケール剤（舞洲工場）（その２）の購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
982,800

環境局 舞洲工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 低圧ゴム手袋ほか５点の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
89,920

環境局 舞洲工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧ゴムホースほか４点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
194,400

環境局 舞洲工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 片吸込渦巻ポンプの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
820,800

環境局 舞洲工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダイヤフラムポンプの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
311,040

環境局 舞洲工場 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場破砕設備防爆用蒸気発生装置修繕経費の支出について（破砕設備維持管理用）
486,000

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電線管支持金具の購入経費の支出について（破砕施設維持管理用）
6,966

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防爆用蒸気発生装置用部品の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
131,760

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤の購入経費の支出について（施設維持管理用・２月分）
209,261

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（舞洲工場）（その２）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
489,240

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 バルブコントロールほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
204,055

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤の概算購入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
2,660,234

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光マーカーほか２５点の購入にかかる経費の支出について（一般事務用）
78,451

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 工業用グリースほか１点（その２）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
111,240

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 操作レバー　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
235,440

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポリ袋ほか５点の購入にかかる経費の支出について（庁舎管理用）
146,491

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プランジャほか２点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
292,680

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダの概算購入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
5,469,029

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 工業用ギヤー油ほか２点（その２）購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
316,980

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤（舞洲工場）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
484,380

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グランドパッキンの購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
181,278

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹箒の購入経費の支出について（施設維持管理用）
52,164

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤の概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
1,182,384

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（舞洲工場）（その２）の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
502,200

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 流量計ほか４点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
295,239

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 乾燥剤ほか１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
712,044

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光ランプの購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
351,000

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 流量計購入経費の支出について（施設維持管理用）
147,420

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フライトコンベア用スクレーパ購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
388,800

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フライトコンベア用チェーンほか１点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
3,948,480

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 舞洲工場搬入路路面標示補修工事経費の支出について（設備維持管理用）
367,200

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（２月分）の経費の支出について（職員衛生用）
12,126

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度舞洲工場消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用）
4,664,520

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 ポータブルガス検出器の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
138,240

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場アンモニアガス漏洩検知器修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
310,392

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場２号炉残さ落下管緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
313,200

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 舞洲工場脱臭装置修繕経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,944,000

環境局 舞洲工場 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場焼却設備整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
54,842,400

環境局 東淀工場 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 第２種ボイラー・タービン主任技術者免状交付申請料の支出について（焼却設備維持管理用）
6,600

環境局 東淀工場 平成27年03月03日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 東淀工場１号炉燃焼火格子緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
140,400

環境局 東淀工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープほか１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
262,440

環境局 東淀工場 平成27年03月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クレーン部品（その１）ほか２点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
272,160

環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 配管用ステンレス鋼鋼管(＃1)ほか25点買入経費の支出について（施設維持管理用）
300,477

環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 復水処理剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
974,592

環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱酸素剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
492,480
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環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・1回目／全2回）
456,840

環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 冷却水処理剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
470,880

環境局 東淀工場 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・1月分）
882,381

環境局 東淀工場 平成27年03月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 防火対象物定期点検業務委託経費の支出（東淀工場付帯施設）について（施設維持管理用）
43,200

環境局 東淀工場 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度東淀工場ほか1箇所消防用設備等点検業務委託経費の支出について（焼却工場維持管理用・2回目/全2回）
1,211,760

環境局 東淀工場 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか６点の購入経費の支出について（庁舎管理用・職員衛生用）
46,429

環境局 東淀工場 平成27年03月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 東淀工場中央監視装置点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
172,800

環境局 東淀工場 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 工場公用車用　給油専用カード利用分の支出について（２月請求分）
3,428

環境局 東淀工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
1,202,461

環境局 東淀工場 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
1,516,517

環境局 東淀工場 平成27年03月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 標準ガス＃１ほか９点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
537,516

環境局 東淀工場 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 東淀工場作業服洗濯業務委託にかかる代金の支出について（２月分）職員衛生用
18,835

環境局 東淀工場 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）下半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・2月分）
587,293

環境局 東淀工場 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
12,060

環境局 東淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,120

環境局 東淀工場 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
82

環境局 東淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
451,440

環境局 東淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消臭剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
291,600

環境局 東淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス漏れ警報器ほか1点買入経費の支出について（施設維持管理用）
84,499

環境局 東淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東淀工場中央監視装置修繕経費の支出について（施設維持管理用）
203,040

環境局 東淀工場 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２６年度東淀工場樹木維持管理業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
332,640

環境局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局ルシアス庁舎における機密書類等の搬出及び回収、並びに再資源化処理業務委託費用の支出について（庁舎管理用）
76,680

環境局 総務課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
27,156

環境局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１月分）の支出について
8,170

環境局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 一般事務用契約事務用書籍買入にかかる支出について
9,780

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
7,350

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　２月分）
132,934

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用2月分）
413,763

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
124,200

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
224,828

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
1,525,734

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用2月分）
437,529

環境局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２６－２６）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,544,870

環境局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（２月分）の支出について
790

環境局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用及び普及啓発用市内出張交通費（２月分）の支出について
5,790

環境局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 普及啓発用ラベルシールほか３点の購入経費の支出について
16,109

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,447

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,970

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,040

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 阿倍野第２合同庁舎維持管理分担金（樹木剪定等業務）の支出について
29,264

環境局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野第２合同庁舎維持管理分担金（機械警備業務）の支出について
37,244

環境局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２６年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成２７年２月分）
841,760

環境局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２７年２月分）
1,074,492

環境局 企画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年１月分）
2,855

環境局 企画課 平成27年03月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 全国町・字ファイル提供料の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合設立準備用）
324,000

環境局 企画課 平成27年03月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 指定金融機関との書類等送受用ケースの買入にかかる経費支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合用）
44,928

環境局 企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 金融機関伝送用パソコン等の買入にかかる経費支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合用）
46,116
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環境局 企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 バーコードリーダ購入経費の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合設立準備用）
41,040

環境局 企画課 平成27年03月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 備品購入費　庁用器具費 金融機関伝送用パソコン等の買入にかかる経費支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合用）
93,420

環境局 企画課 平成27年03月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合議会用報償金の支出について（平成27年2月2日議会）
263,000

環境局 企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成27年２月分）
4,080

環境局 企画課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 一般廃棄物（家庭系ごみ）組成分析調査業務委託にかかる経費の支出について（組成分析用）
6,588,000

環境局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
8,410

環境局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
2,530

環境局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
7,179

環境局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
2,700

環境局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年２月分）
360

環境局 企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合設立準備用　辞令用紙ほか２点買入経費の支出について
36,504

環境局 企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ラベル用紙ほか４点の買入にかかる経費支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合用）
29,332

環境局 企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 脇机ほか２点の購入経費の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境事務組合事務室準備用）
442,800

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合議会用報償金の支出について（平成27年2月2日議会）
11,673

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 キャリーバッグほか１点の買入経費の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合準備用）
42,368

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る経費の支出について（大阪市・八尾市・松原市環境施設組合用）
22,206

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 段ボール詰荷物運搬業務経費の支出について（廃棄物処理事業運営用）
16,200

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステムサービス利用業務委託の経費の支出について（一部事務組合設立準備用）（２月分）
2,740,284

環境局 企画課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 一部事務組合情報ネットワークシステム維持業務の経費の支出について（一部事務組合設立準備用）（２月分）
601,560

環境局 職員課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 別冊判例タイムズ38号の購入経費の支出について(一般事務用)
5,400

環境局 職員課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 作業用名札の購入経費の支出について(一般事務用)
48,870

環境局 職員課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用シャツほか２点買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
55,134

環境局 職員課 平成27年03月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 自動車整備業務従事職員石綿健康診断（概算契約）業務委託料の支出について（安全衛生用）
261,846

環境局 職員課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 革手袋買入経費の支出について（廃棄物処理用）
288,900

環境局 職員課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 革手袋Ａの買入及び同経費の支出について（廃棄物処理用・斎場管理事業用）
68,445

環境局 職員課 平成27年03月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 革手袋Ａの買入及び同経費の支出について（廃棄物処理用・斎場管理事業用）
29,835

環境局 職員課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成26年度　環境局メンタルヘルスラインケア研修の支出について(安全衛生用）
80,000

環境局 職員課 平成27年03月11日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　被服費 斎場接遇作業服合冬用ほか２点購入経費の支出について（斎場管理事業用）
287,280

環境局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 人権問題研修関係視聴覚教材購入経費の支出について（研修用）
61,560

環境局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ニトリルゴム手袋ほか１点買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,550,448

環境局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 天然ゴム背抜き手袋買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,136,916

環境局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 混紡手袋ほか２点買入経費の支出について（廃棄物処理・斎場管理事業用）
869,962

環境局 職員課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 混紡手袋ほか２点買入経費の支出について（廃棄物処理・斎場管理事業用）
5,287

環境局 職員課 平成27年03月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 庁内端末用プリンタトナーカートリッジほか1点の購入経費の支出について（一般事務用）
75,384

環境局 職員課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成27年1月分)
14,240

環境局 職員課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２６年度　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！Ｐｏｓｉｔｉｖｅ！研修【集合研修（後期）】」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
104,040

環境局 職員課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　賞賜金 図書カード（５，０００円）ほか２点購入経費の支出について（表彰用）
25,480

環境局 職員課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年２月分)
1,555

環境局 職員課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ゴム印の作成に係る支出について（一般事務用）
22,559

環境局 職員課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アラミド繊維ゴム張り手袋買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
5,265,000

環境局 職員課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 土壌改良材ほか３点購入経費の支出について（がんばる職員支援制度用）
24,462

環境局 職員課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 額縁ほか３点購入経費の支出について（研修用）
19,224

環境局 職員課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 プリーツ型マスク購入経費の支出について（安全衛生用）
35,640

環境局 職員課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 滑り止め付手袋の購入経費の支出について（安全衛生用）
243,648

環境局 職員課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 腕章ほか1点の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
33,480

環境局 環境施策課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 普及啓発用平成２６年度「大阪市環境表彰」における物品の購入及び同経費の支出について
44,064

環境局 環境施策課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便切手の購入経費の支出について
8,260

環境局 環境施策課 平成27年03月06日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 一般事務用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
150,000
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環境局 環境施策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成26年度環境教育、学習の振興等に係る業務の実施経費（第３四半期分）の支出について
8,830,782

環境局 環境施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
1,404

環境局 環境施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジ（ブラック）ほか７点の購入経費の支出について
93,908

環境局 環境施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
185

環境局 環境施策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（11月分）
30,406

環境局 環境施策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(１月分〔ＧＮＤ分含む〕)
23,678

環境局 環境施策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(12月分〔ＧＮＤ分含む〕)
25,416

環境局 環境施策課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(１月分〔ＧＮＤ分含む〕)
4,144

環境局 環境施策課 平成27年03月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について(12月分〔ＧＮＤ分含む〕)
960

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
28,780

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(第３回「自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会」〔一般事務用〕)（平成27年３月６日出張分）
29,135

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月13日出張分〔平成26年度「地方公共団体によるエネルギーと地域のマネジメントのＷＧ」　外〕）
28,980

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月26日出張分〔スマートエネルギーWeek2015〕)
29,040

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月23日～24日出張分〔国土交通省「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」関連　外〕)
37,540

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月22日～23日出張分〔環境省CO2排出削減対策強化誘導型技術開発実証事業評価委員会ヒアリング　外〕）
37,620

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(平成26年度防災・環境まちづくり事業事例研究会〔一般事務用〕)（平成27年２月19日出張分）
28,500

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月19日出張分〔環境省　外〕）
29,200

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年２月18日～19日出張分〔環境省　外〕）
8,870

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年１月19日出張分〔都市センターホテル　外〕）
28,665

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
24,838

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(国土交通省「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」関連　外)
29,240

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について(資源エネルギー庁　外)
29,650

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年１月30日出張分〔指定都市自然エネルギー協議会　第３回電力システム改革分科会〕）
28,900

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(環境省　外)【一般事務用】（平成27年２月６日実施分）
29,070

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年2月12日出張分〔国土交通省「まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化モデル構築支援事業」関連〕)
28,840

環境局 環境施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年３月12日出張分〔指定都市自然エネルギー協議会　担当者会・セミナー〕)
28,900

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
14,730

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について
1,940

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 地球環境保全推進用ヒートアイランド対策関連事業に係る書籍の購入経費の支出について（その１）
3,024

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
864

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 地球環境保全推進用ヒートアイランド対策関連事業に係る書籍の購入経費の支出について（その２）
4,114

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 季刊誌「環境ビジネス」の定期購読にかかる経費の支出について
5,200

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用シャープペンほか１６点の購入について
82,231

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,550

環境局 環境施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 地球環境保全推進用ヒートアイランド対策関連事業に係る書籍の購入経費の支出について（その２）
760

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市エコ住宅普及促進事業住宅認定制度用認定プレート外１点の作成の支出について
60,480

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（26-02）
2,364,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-185）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-292）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 マンションの耐震化の促進用　平成26年度　マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H26-1-905）
1,566,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出ついて（H26-1-203）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-98）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-190）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用　住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成27年3月分）
6,377,268

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　会費 民間住宅助成事業用　公益社団法人都市住宅学会　平成26年度賛助会費の支出について
20,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成27年2月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用　密集住宅市街地整備に係る協議に伴う管外出張旅費の支出について（平成27年2月25日分）
28,840

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　住宅生産行政所管担当者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年3月16日分）
29,240



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用封筒「送付用封筒（大）（請求用）」買入の支出について
121,660

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用帳票「第３期新婚世帯家賃補助金請求書並びに家賃支払確認書の提出について（通知）」ほか１点印刷の支出について
99,360

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-193）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-246）
265,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-264）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-276）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-242）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-263）
177,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-255）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-253）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-254）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-230）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
240

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
1,128

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
1,228

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
27,040

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張旅費（2月分）の支出について
13,670

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞銘板の作製費の支出について
322,920

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分住宅政策グループ）
1,252

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分住宅政策グループ）
8,478

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成27年2月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分住宅政策グループ）
3,494

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分住宅政策グループ）
3,380

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分住宅政策グループ）
3,684

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 防災力強化マンション認定制度用　大阪市防災力強化マンション認定プレートの作成経費の支出について
23,760

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て安心マンション認定制度周知用パンフレットの作成の支出について
58,320

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成26年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（2月分)
1,378

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-234）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-244）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（２月分）の支出について
43,318

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
864

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
3,260

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-302）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-248）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-232）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成２６年度特定賃貸住宅建設融資利子補給金の支出について（下半期分）
176,747

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-252）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-239）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-123）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-300）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-228）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-219）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-294）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-89）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-221）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-290）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-280）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-86）
1,200,000
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都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-186）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-215）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-243）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-251）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-265）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-286）
1,030,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-267）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-250）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-287）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
18,595

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成26年度特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅利子補給金の支出について
236,087,447

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか６点買入の支出について（第４回納品分）
210,978

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度事務用帳票「※新婚家賃補助受給者の方は必ずお読みください！（Ａ）」ほか４点印刷の支出について
173,475

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期契約）に係る郵便料の支出について（平成２７年２月分）
43,726

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（２月分）
6,480,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
601,254

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
124,461

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（２月分）
3,240,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-207）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-1-26）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-138）
2,400,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成26年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H26-2-281）
1,145,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－１１）
417,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26013）の支出について
478,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26008）の支出について
244,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 ＨＯＰＥゾーン事業用　平成26年度田邊ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について
7,600

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－７）
400,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26018）の支出について
164,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 ＨＯＰＥゾーン事業用まちなみガイドライン（住吉大社周辺地区）印刷の支出について
51,354

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（平成２７年２月１３日実施分）
32,760

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－２４）
362,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助金の支出について（更新分・２５－７再入居分）（平成２６年１２月～１月分）
254,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（平成２７年２月２６日実施分）
21,780

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－２７）
1,456,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H26016）の支出について
134,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－９）
365,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－２８）
630,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H26014）の支出について
298,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１月分）
2,144,432

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変重２６－２２）
1,238,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変重２６－１９）
495,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変２６－１８）
411,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変重２６－６）
457,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託（その３）経費の支出について（１月分）
2,780,368

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
18,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
18,500
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都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
27,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
27,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
11,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
37,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（2月分）
21,690

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（２月分）
17,247

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（２月分）
12,999

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H26007）の支出について
380,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成26年度版）」の買入にかかる経費の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成26年度版）」外５点の買入にかかる支出について
18,500

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（２月分）
14,904

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（２月分）
24,851

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（除却・実施設計）（変２６－４）
4,384,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－３１）
300,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（工事監理・共同施設整備）（変２５－６）
9,641,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（除却・実施設計）（２６－２）
7,146,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（2月分）
1,264

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（2月分）
18,762

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２６－２５）
1,405,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（変H26003）の支出について
40,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－３０）
257,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（2月分）
9,774

都市整備局 住環境整備課 平成27年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（2月分）
900

都市整備局 区画整理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(1月分)
480

都市整備局 区画整理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(1月分)
8,031

都市整備局 区画整理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業の施行に伴う建築物等移転補金の支出について
395,600

都市整備局 区画整理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「問答式　境界・私道等の法律実務」追録第８１号外４点の買入代金の支出について
19,933

都市整備局 区画整理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（１月分）
175,280

都市整備局 区画整理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉瓜破地区土地区画整理事業の施行に伴う立退補償金の支出について
2,523,500

都市整備局 区画整理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉瓜破地区土地区画整理事業の施行に伴う建築物等移転補償金の支出について
835,300

都市整備局 区画整理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
840

都市整備局 区画整理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
15,182

都市整備局 区画整理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
51,734

都市整備局 区画整理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
480

都市整備局 区画整理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
6,638

都市整備局 区画整理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（２月分）
83,096

都市整備局 区画整理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入代金の支出について（２月分）
22,680

都市整備局 区画整理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成26年度大阪府用地対策連絡協議会第4回研修会（土地評価研修）にかかる参加費の支出について
3,117

都市整備局 区画整理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用定期購読雑誌「月刊測量」の買入代金の支出について
7,000

都市整備局 区画整理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について(1月分)
14,320

都市整備局 区画整理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（２月分）
5,083

都市整備局 区画整理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（２月分）
47,414

都市整備局 区画整理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（2月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
1,206
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都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
24,418

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁２月分）
33,868

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 弁天町駅前事業用地有効活用構想案の検討調査業務委託の支出について
3,163,320

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車高速道路通行料の支出について
1,860

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入に係る船車賃借料の支出について(長期契約 平成26年度2月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（２月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 印鑑証明書等発行手数料の支出について（大阪市都島区網島町９番４７）
500

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
2,520

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(10月再支出分)
190

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
4,278

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(10月再支出分)
380

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 印鑑証明書等発行手数料の支出について（大阪市都島区網島町９番４７）
1,050

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（２月分）
147,194

都市整備局 区画整理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重２６－７）
747,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（２月分）
2,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　備品修繕料 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（２月分）
1,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(２月分)
600

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について(２月分)
12,612

都市整備局 生野南部事務所 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（３月分）
26,589

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出について―３
1,825,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における消費税率改正に伴う損失補償金の支出について
1,024,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度国土交通大学校　区画整理　研修テキスト代の支出について
18,417

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成26年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（2月分）
47,204

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
376,900

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存することによる減価に対する損失補償金の支出について
12,933,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について
236,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について
670,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
740

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
6,736

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
3,335

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
40

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
15,660

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,837

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
9,324,650

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
6,564,600

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における地中障害物に伴う損失補償金の支出について
259,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―４
805,987

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出について―７
311,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出について―４
526,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―６
93,236

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（２月分）
25,303

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（２月分）
42,759

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存することによる減価に対する損失補償金の支出について
4,840,000
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 土地区画整理事業用ブロースタンド外４点の買入にかかる支出について
278,640

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前金払）
439,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う電気通信設備移設補償金の支出について
4,977,342

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 新三国住宅２号館第２期設備工事　設計業務委託２の支出について
572,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
1,346

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
15,201

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区１１Ｂ 移設管先行撤去）
177,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区３号線）
132,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
337,428,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（２月分）（納付書１通添付）
24,761

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（２月分）（納付書１通添付）
4,088

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 新三国住宅２号館第２期建設工事　設計業務委託２の支出について
2,149,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,394

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
504,200

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区３２Ｂ 移設管先行撤去）
337,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付となる土地の仮清算金の供託について
838,150

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２６年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２７年２月分）
72,169

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 新三国住宅２号館第２期建設テレビ電波受信障害対策調査等業務委託の支出について
302,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（区画道路２号線、三国東地区３号線）
7,608,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区４号線・南側）
4,124,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区４号線・北側）
9,702,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
578

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
7,896

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,293,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,401,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴うガス管路移設補償費の支出について（三国東地区１２Ｂ 移設先行撤去）
145,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
298,800

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張等旅費の支出について（平成２７年２月分）
2,152

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張等旅費の支出について（平成２７年２月分）
19,392

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　会費 防火・防災管理新規講習の受講料の支出について
9,500

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年03月24日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 阿倍野Ａ１、Ｂ１地区第２種市街地再開発事業における保留床の不動産鑑定経費の支出について
1,179,360

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（２月分）
326

都市整備局 建設課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建築関係JIS要覧　追録330号買入経費の支出について（公営住宅建設事務用）
5,322

都市整備局 建設課 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
359,600

都市整備局 建設課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅６・７・８・９・１０・１１・１２号館解体撤去工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（住環境整備事業用等）
422,712

都市整備局 建設課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館(2区)建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
253,800

都市整備局 建設課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 池島住宅６・７・８・９・１０・１１・１２号館解体撤去工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（住環境整備事業用等）
603,288

都市整備局 建設課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 浪速区木津川二丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
3,000

都市整備局 建設課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大淀北住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用他）
3,799,800

都市整備局 建設課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 大淀北住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用他）
422,200

都市整備局 建設課 平成27年03月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建設物価データベース経費の支出について
92,880

都市整備局 建設課 平成27年03月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用積算資料単価データベース買入経費の支出について
64,800

都市整備局 建設課 平成27年03月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連電気料金の支出について
17,252

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅1号館解体撤去工事監理業務委託費(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用）
3,337,200

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館(1区)建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
790,560

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,687,480

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館建設工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
386,032,040

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館電気設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
100,950,990
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都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
14,957,530

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 豊里第2住宅4・5・6号館屋外その他工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,316,840

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館建設工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
90,046,000

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 神崎橋住宅1号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
121,080,960

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
17,372,250

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅事業用）
89,859,000

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅事業用）
103,461,000

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 加美北住宅１・２・３号館耐震改修その他工事の支出について（中間前払金）
15,080,000

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第５住宅２号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（完成金）
2,596,320

都市整備局 建設課 平成27年03月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 加美北住宅１・２・３号館耐震改修その他工事の支出について（中間前払金）
4,460,000

都市整備局 建設課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 今福南第２住宅３号館耐震改修工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
74,520

都市整備局 建設課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
3,750,000

都市整備局 建設課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（仮移転・前金）
750,000

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 除草作業用肩掛式草刈り機用チタニウムナイロンコード外１６点の買入にかかる経費の支出について
101,686

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 除草作業用自走式草払い機用ハンマーナイフ替刃の買入にかかる経費の支出について
80,730

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島住宅14号館第2期建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
97,200

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浅香西住宅1号館第2期建設工事　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
820,800

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 小松南住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（仮移転・前金）
3,750,000

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 小松南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
150,000

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 除草作業用肩掛式草刈り機用チタニウムナイロンコード外１６点の買入にかかる経費の支出について
61,556

都市整備局 建設課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 除草作業用自走式草払い機用ハンマーナイフ替刃の買入にかかる経費の支出について
48,870

都市整備局 建設課 平成27年03月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 加島第2住宅1・2号館外1件解体撤去工事　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
918,000

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
1,358

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
60,047

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
1,180

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
43,599

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第５住宅２号館移転用住戸整備工事費用の支出について（完成金）
3,002,400

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
11,031

都市整備局 建設課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
4,784

都市整備局 建設課 平成27年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 加島住宅１４号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建設事業用）
79,488

都市整備局 建設課 平成27年03月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 伝法住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉長原西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
840

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
24,779

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について(２月分)
34,543

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 下新庄住宅1号館外12件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託の支出について(完了)(完成金)
17,912,880

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幣島住宅２・５・６号館外３件耐震改修その他工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
318,600

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 佃住宅1号館外11件耐震改修設計の構造調査・基本計画業務委託(完了)(完成金)
15,775,560

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小林住宅２号館外１件耐震改修その他工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
421,200

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（２月分）（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加美北住宅１・２号館耐震改修その他工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
116,640

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（２月分）（その２）
26,784

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（２月分）（その２）
15,120

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等借入経費の支出について（２月分）
5,292

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 勝山住宅建設工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
196,460,000
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都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 東淡路住宅２号館建設工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
126,640,000

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島住宅１４号館第２期建設工事（第７回中間金）の支出について
17,990,000

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島東住宅１号館建設工事（平成２６年度前払金）にかかる支出について（公営住宅建設事業用）
12,790,000

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 神崎橋住宅１号館建設工事（平成２６年度前払金）にかかる支出について（公営住宅建設事業用）
244,330,000

都市整備局 建設課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 御幣島住宅２・５・６号館外３件耐震改修その他工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
91,800

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　工事グループ）
790

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　工事グループ）
3,086

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　工事グループ）
103,590

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連ガス料金の支出について
1,135

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第５住宅２号館畳表替工事－２工事費用の支出について（完成金）
1,374,840

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　工事グループ）
4,200

都市整備局 建設課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　工事グループ）
504

都市整備局 建設課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（２月分）
45,441

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
480

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
960

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
34,731

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 用地管理業務用プラ単管バリケード外5点の買入にかかる支出について
91,800

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連電気料金の支出について
7,465

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 井高野第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（１月分　建設設計グループ）
1,524

都市整備局 建設課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浪速第6住宅1号館第2期住戸改善工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
432,000

都市整備局 建設課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 池島住宅１号館建設電波障害対策分担金契約にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,920,480

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市営敷津東住宅用地の賃借料の支出について（１０月～３月分）
12,120,114

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他96件防犯灯電気料金（２月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
120,987

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平成26年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
139,860

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平成26年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
46,819

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅建設工事　設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,920,320

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅設備工事設計業務委託４にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業費）
1,814,400

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２６年度　都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）の支出について
2,384,567

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館設備工事設計業務委託１にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,484,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２６年度　都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）の支出について
2,196,720

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 矢田住道住宅1・2・3・4・5・6・7・8・9号館解体撤去工事　設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
240,840

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大淀北住宅１号館外３件耐震改修その他工事　設計変更　設計業務委託の支出について（完成金）
324,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館（２区）建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
151,200

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（1区）建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
176,040

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅１号館建設工事　第２次設計変更設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
707,400

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
94,610,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅3号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
116,605,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事（平成２６年度前払金）にかかる支払について（公営住宅建設事業用）
104,890,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 東淡路住宅１号館建設工事（平成２６年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
182,960,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅3号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
53,395,000

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西宮原住宅１・２・３号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
59,652,720

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原西第２住宅３・４・６・７号館解体撤去に伴う給水衛生設備工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,951,960

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 小松南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
4,007,700

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　手数料 平成26年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
701

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２６年度　都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）の支出について
35,713

都市整備局 建設課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 浪速第５住宅３号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
49,256,640
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都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
7,900

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク（２TB）外１点買入経費の支出について
32,940

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
17,650

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク（２TB）外１点買入経費の支出について
47,088

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク（２TB）外１点買入経費の支出について
103,572

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
52,950

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 問答式　借地・借家の実務　追録137号外１点買入経費の支出について
6,531

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 「日経アーキテクチュア」（年間購読）買入経費の支出について
20,200

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連ガス料金の支出について
2,332

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
194,400

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
151,200

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館建設工事　設計業務委託１にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,008,560

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅設備工事設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
772,200

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 浪速第6住宅1号館第2期住戸改善工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
280,800

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅建設工事　設計業務委託４にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,872,800

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅１号館建設工事　設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,052,480

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 小松南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 豊里第２住宅１８号館建設工事に伴う架空配電線路の移転に関する補償金の支出について
565,060

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
35,300

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 池島住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,120,000

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
17,650

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
17,650

都市整備局 建設課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 平成26年度版　住宅セーフティネット必携外１点買入経費の支出について
17,650

都市整備局 管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅1月分電気代の支出について
27,142

都市整備局 管理課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
21,288

都市整備局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代２月分の支出について（請求書1通）
2,932

都市整備局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館2月分電気代の支出について
6,741

都市整備局 管理課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館２月分の電気代の支出について
8,386

都市整備局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館2月分電気代の支出について
54,558

都市整備局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館2月分電気代の支出について
71,393

都市整備局 管理課 平成27年03月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館2月分電気代の支出について
82,833

都市整備局 管理課 平成27年03月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
25,231

都市整備局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支払について（平成２６年１２月分平成２７年１月分）
1,371,600

都市整備局 管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支払について（平成２６年１２月分平成２７年１月分）
155,600

都市整備局 管理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅２月分の電気代の支出について
16,979

都市整備局 管理課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
21,540

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 府営住宅移管にかかる入居者説明会開催に伴う会場使用料の支出について
215,100

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用立葉住宅1号館10～12月分電気代の支出について
25,293

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用勝山住宅1～6号館10～12月分電気代の支出について
28,679

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館10～12月分電気代の支出について
326,967

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　２月分の支出について（請求書1通）
6,969

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅1号館10～12月分電気代の支出について
20,458

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館2月分電気代の支出について
17,298

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用鶴町第4住宅1号館10～12月分電気代の支出について
66,539

都市整備局 管理課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
22,629

都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１月分
864

都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等14件）
1,126,440
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都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　１月分
63,736

都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等14件）
1,050,000

都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２６年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　２月分
1,166

都市整備局 管理課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第5住宅1・2号館10～12月分電気代の支出について
27,882

都市整備局 管理課 平成27年03月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代２月分の支出について（請求書1通）
24,435

都市整備局 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る送達証明申請用印紙代購入費の支出について
150

都市整備局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 府営住宅移管にかかる入居者説明会開催に伴う会場使用料の支出について
133,190

都市整備局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書４通）
66,846

都市整備局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟２月分の電気代の支出について
42,855

都市整備局 管理課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　２月分の支出について（請求書１通）
24,813

都市整備局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（３月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟２月分の電気代の支出について
541

都市整備局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月11月分電気代の支出について
66,437

都市整備局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟２月分の電気代の支出について
10,605

都市整備局 管理課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館２月分の電気代の支出について
104,008

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　２月分の支出について（請求書５通）
152,794

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅　電気代２月分の支出について（請求書１通）
1,904

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
4,947

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅2月分電気代の支出について
60,009

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館２月分電気代の支出について
31,448

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　２月分の支出について（請求書２通）
19,202

都市整備局 管理課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅2月分電気代の支出について
26,084

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　２月分
53,930

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　２月分
57,406

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　３月分
502,442

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　３月分
157,341

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館10～12月分電気代の支出について
81,711

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第4住宅2号館10～12月分電気代の支出について
53,977

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城第3住宅1号館10～12月分電気代の支出について
20,653

都市整備局 管理課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅10～16号館10～12月分電気代の支出について
9,243

都市整備局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代２月分の支出について（請求書１通）
17,406

都市整備局 管理課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　２月分の支出について（請求書２通）
37,633

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２７年３月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
32,000

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第３住宅１３号館２月分電気代の支出について
1,005

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館２月分電気代の支出について
95,282

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館２月分電気代の支出について
90,368

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代２月分の支出について（請求書１通）
13,372

都市整備局 管理課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　２月分の支出について（請求書２通）
15,885

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　2月分
95,212

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　２月分
426,600

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２７年３月送達証明・執行文付与申請用印紙代購入費の支出について
9,000

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅使用料口座振替等業務にかかる媒体変換処理業務委託にかかる支出について
855,360

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～１０号館　電気代２月分の支出について（請求書７通）
86,326

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代２月分の支出について（請求書２通）
20,499

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　９・１０・２１号館　福住宅1~3号館　電気代２月分の支出について（請求書６通）
64,573

都市整備局 管理課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅７～１１号館　電気代２月分の支出について（請求書５通）
164,727

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代２月分の支出について（請求書６通）
7,498

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件2月分電気代の支出について
63,549
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都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　２月分の支出について（請求書１通）
11,079

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
64,836

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代２月分の支出について（請求書１通）
7,000

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
14,277

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気２月分の支出について（請求書１通）
28,068

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅、飛鳥西住宅1～2号館　飛鳥住宅1～4号館電気代　２月分の支出について（請求書７通）
126,169

都市整備局 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・6~10号館、加島第2住宅1~2号館　電気代２月分の支出について（請求書１通）
43,747

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　２月分
2,600

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等23件）
1,636,200

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　２月分
67,807

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　平成２６年１２月分・平成２７年１月分（追加）
4,244

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館3月分電気代の支出について
52,235

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供長期継続に係る経費の支出について（平成27年2月分）
323,978

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供長期継続に係る経費の支出について（平成26年11月～平成27年1月分）
7,122,774

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等23件）
1,750,000

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２６年度住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託料の支出について（平成27年2月分）
34,200

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第１０回目）
10,754,910

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成27年2月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成27年2月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成27年2月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　３月分の支出について（請求書１通）
21,128

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月3月分電気代の支出について
62,128

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　３月分の支出について（請求書１通）
22,570

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代1，6~9号館３月分の支出について（請求書1通）
31,095

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館3月分電気代の支出について
16,995

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅１～３号館　電気代３月分の支出について（請求書１通）
23,602

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代３月分の支出について（請求書４通）
64,357

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　３月分の支出について（請求書２通）
18,801

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代３月分の支出について（請求書1通）
2,954

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代３月分の支出について（請求書１３通）
10,169

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅3月分電気代の支出について
24,570

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館3月分電気代の支出について
80,999

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館3月分電気代の支出について
6,484

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　３月分の支出について（請求書５通）
141,437

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第2住宅1～３号館　電気代３月分の支出について（請求書１通）
4,757

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館3月分電気代の支出について
69,167

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　３月分の支出について（請求書１通）
19,671

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　３月分の支出について（請求書1通）
6,628

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅3月分電気代の支出について
507

都市整備局 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅1号館電気代　３月分の支出について（請求書２通）
86,704

都市整備局 保全整備課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大桐住宅1～3号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
12,567,960

都市整備局 保全整備課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東三国住宅3号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
10,183,800

都市整備局 保全整備課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長橋第5住宅1・2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
12,463,880

都市整備局 保全整備課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴見北住宅1・3号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
17,747,440

都市整備局 保全整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴町第６住宅（１号館）外消火器格納箱設置工事費の支出について（完成金）
5,545,800

都市整備局 保全整備課 平成27年03月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
26,680

都市整備局 保全整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
21,827

都市整備局 保全整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中加賀屋住宅1～7号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
31,436,480
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都市整備局 保全整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅補修事業用　本市管理物件（フェンス）の撤去に係る費用償還金の支出について
1,150,200

都市整備局 保全整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　平成２６年度低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬業務委託費の支出について（完了金）
2,626,668

都市整備局 保全整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　平成２６年度低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業務委託費の支出について（完了金）
4,616,028

都市整備局 保全整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　福住宅（１号館）外消火器格納箱設置工事費の支出について（完成金）
9,765,360

都市整備局 保全整備課 平成27年03月20日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 委託料　委託料 住宅補修事業用　平成２６年度低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業務委託費の支出について（完了金）
2,026,836

都市整備局 保全整備課 平成27年03月20日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 委託料　委託料 住宅補修事業用　平成２６年度低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬業務委託費の支出について（完了金）
1,153,332

都市整備局 保全整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 住宅補修事業用　消火器ほか１点（市営福住宅１号館ほか５３棟）　買入経費の支出について
3,557,466

都市整備局 保全整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
436

都市整備局 保全整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
34,089

都市整備局 保全整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
28,942

都市整備局 保全整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　日之出住宅（１０号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
92,670,000

都市整備局 保全整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　今津中住宅（１～３号館）外昇降機設備改修工事費の支払いについて（完成金）
42,450,000

都市整備局 保全整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　宮津住宅（１・２号館）給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
6,773,040

都市整備局 保全整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北加賀屋第５住宅（２号館）給水圧力改善工事費の支出について（完成金）
3,958,000

都市整備局 保全整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　遠里小野住宅（１・２号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
12,861,520

都市整備局 保全整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　春日出第2住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
1,933,120

都市整備局 保全整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　高見住宅（４３号館）風呂設備改修工事費の支出について（完成金）
8,612,120

都市整備局 保全整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東淡路住宅8～11号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
11,181,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
178,525,616

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
23,015,954

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 弘済院整備用　弘済院旧救護第２ホーム及び関連設備解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,520,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備昇降機設備工事費の支出について（完成金）
8,420,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備昇降機設備工事費の支出について（完成金）
416,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備電気設備工事費の支出について（一部完成金）
71,450,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　墨江小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
24,286,808

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備電気設備工事費の支出について（一部完成金）
8,284,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　緑中学校第3期増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
10,330,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育施設整備用　堀川小学校回線移転工事費の支出について
24,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事第4次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,482,830

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他工事第4次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
191,170

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
24,640,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
2,870,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　白鷺中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
17,419,700

都市整備局 企画設計課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　白鷺中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
9,777,020

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去工事費の支出について（完成金）
11,537,594

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　新規工事費 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去工事費の支出について（完成金）
36,099,046

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　北部特別支援学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
486,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　墨江小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
3,337,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　電気事業法解釈例規集追録第１５２８～１５４０号の買入にかかる支出について
42,796

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大宮中学校プール設置その他工事費の支出について（第１回中間金）
29,996,570

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　勝山小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
5,887,640

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大宮中学校プール設置その他工事費の支出について（第１回中間金）
1,123,430

都市整備局 企画設計課 平成27年03月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　勝山小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
25,695,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用　生江保育所解体撤去工事費の支出について（前払金）
25,440,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　島屋小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
183,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備機械設備工事費の支出について（一部完成金）
74,277,320

都市整備局 企画設計課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　勝山小学校耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,082,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策事業用　住之江区役所外1件防災行政無線設備工事費の支出について（完成金）
604,800
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都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　墨江小学校増築その他工事費の支出について（第４回中間金）
17,420,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　矢田西小学校外７校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,454,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
275,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎小学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,423,656

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　白鷺中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,563,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎小学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
5,120,064

都市整備局 企画設計課 平成27年03月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２６年度第１０回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
49,965

都市整備局 企画設計課 平成27年03月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 教育施設整備用等　白鷺中学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
460,980

都市整備局 企画設計課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　白鷺中学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
18,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　白鷺中学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
284,330

都市整備局 企画設計課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　白鷺中学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,050,370

都市整備局 企画設計課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東中本小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
10,756,300

都市整備局 企画設計課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東中本小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
933,700

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入について（平成２７年２月分）
19,343

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　津守中央公園詰所解体撤去工事費の支出について（完成金）
2,490,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入について（平成２７年２月分）
27,853

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用　カラープリンター用トナーカートリッジ　ブラック外３点の買入にかかる支出について
75,816

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
600,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　（仮称）今宮中学校区小中一貫校整備ガス設備工事費の支出について（一部完成金）
11,845,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　（仮称）今宮中学校区小中一貫校整備ガス設備工事費の支出について（一部完成金）
572,640

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,529,280

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　茨田中学校外７校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,431,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　相生中学校外７校体育館等天井改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,431,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　田辺中学校外6校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（完了金）
2,159,190

都市整備局 企画設計課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　田辺中学校外6校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,039,610

都市整備局 企画設計課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田東小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
8,874,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東三国中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
5,010,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新東淀中学校武道場天井改修電気設備工事費の支出について(完成金）
1,561,680

都市整備局 企画設計課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　堀江中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,610,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　放出中学校外6校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
10,600,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　新規工事費 廃棄物処理事業用　平戸公園公衆便所解体撤去工事費の支出について（完成金）
2,455,920

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設用　今宮中学校回線移転工事費（光回線・電話回線）の支出について
30,456

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２７年２月分）の支出について
65,610

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　佃西小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,645,240

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
18,551,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　上町中学校外３校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
11,450,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　玉出中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
8,519,940

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　上町中学校外3校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
17,629,080

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　宮原小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
12,003,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　玉出中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
21,994,220

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　中央会館外4件ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
16,839,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　中央会館外4件ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
26,231,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　城東中学校第２期増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
253,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
7,930,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　新難波特別支援学校整備機械設備工事費の支出について（完成金）
192,916,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　豊崎中学校外６校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
5,583,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
7,126,080

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備機械設備工事費の支出について（完成金）
137,160



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備機械設備工事費の支出について（完成金）
15,887,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
5,692,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　野里小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,554,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住之江中学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
7,938,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　此花中学校外４校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
20,006,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
2,781,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　八阪中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
17,473,320

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　柴島中学校外8校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
24,736,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大和川中学校外8校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
34,015,640

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修機械設備工事費の支出について（完成金）
372,157

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,370,963

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東中川小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
24,425,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　真住中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
36,404,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
23,605,960

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　木津中学校外1校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
16,408,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
37,274,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田北中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
26,681,380

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田北中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
17,716,340

都市整備局 企画設計課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　巽中学校外9校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
69,502,960

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淀中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
490,610

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淀中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,865,790

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
43,352,560

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大正中央中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
25,777,680

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　清水丘小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,262,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　野里小学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
10,244,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　高津小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
32,849,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野中学校外7校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
22,358,680

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　清水丘小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
28,600,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　玉津中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
33,388,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　天王寺中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
20,635,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,383,580

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（完成金）
84,405,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
670,260

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
4,168,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大和川中学校外8校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,189,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
50,858,280

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　昭和中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,445,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
482,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　放出中学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
13,561,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（完成金）
128,290,280

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　花乃井中学校外２校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
7,013,520

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　成南中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
36,873,520

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　文の里中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
32,272,560

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　成南中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
19,540,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新難波特別支援学校整備工事費の支出について（完成金）
19,288,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他電気設備工事費の支出について（一部完成金）
2,831,812

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
5,160,240

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
3,169,800
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都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
5,497,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
318,708

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
367,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　鶴町第３住宅１号館・鶴町保育所外２件耐震改修設計の構造調整・基本計画業務委託費の支出について（完了金）
1,512,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
998,980

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
8,409,960

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
9,249,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,040,268

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　鶴町第３住宅１号館・鶴町保育所外２件耐震改修設計の構造調整・基本計画業務委託費の支出について（完了金）
28,788,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
977,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 各所施設整備用ほか　市役所本庁舎外5件玄関ホール等天井改修その他工事基本設計・実施設計（建築・設備）業務委託費の支出について（完了金）
11,311,920

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事費の支出について（一部完成金）
211,508,048

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　(仮称)今宮中学校区小中一貫校整備工事費の支出について（一部完成金）
7,973,640

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
450,988

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 産業振興事業用ほか　もと購買施設（西成区）・もと北津守の里解体撤去その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
417,656

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　大浪住宅４号館・大浪保育所耐震改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
4,163,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　旭東中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（一部完成金）
10,523,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　天王寺中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
19,000,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　佃西小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
5,054,280

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　林寺小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
14,412,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　遠里小野小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
36,547,920

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　真田山小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
16,892,280

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
5,522,620

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　昭和中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
13,211,740

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　佃西小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
18,100,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　此花中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
37,194,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鶴見橋中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
22,960,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鶴見橋中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
690,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　玉津中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
43,331,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
58,104

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
214,056

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第2期増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
432,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　相生中学校増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
455,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　島屋小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,867,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　北部特別支援学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
676,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　井高野中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
766,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　相生中学校増築その他工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
972,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
5,863,320

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,666,170

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　島屋小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
102,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　真住中学校外5校体育館等天井改修工事外2件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,947,830

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　成南中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
485,230

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修工事外1件監理業務委託費の支出について（完了金）
4,009,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用　北部特別支援学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
90,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　真住中学校外5校体育館等天井改修工事外2件監理業務委託費の支出について（完了金）
724,450

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　真住中学校外5校体育館等天井改修工事外2件監理業務委託費の支出について（完了金）
393,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　新難波特別支援学校整備設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
119,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田北中学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,489,480
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都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　堀江中学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
11,497,680

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大正中央中学校外７校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
11,897,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
14,129,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,664,640

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,201,930

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 市民利用施設整備用ほか　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
146,520

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
545,370

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園内野外ステージ横便所新築設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
108,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業用　恵美須町駅自転車駐車場管理事務所設置工事設計業務委託費の支出について（完了金）
755,960

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　此花消防署建設工事実施設計（建築・設備）第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
799,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　福島消防署建設工事-２実施設計（建築・設備）設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
604,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
311,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
950,400

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　柴島中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
2,256,230

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
28,080

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　柴島中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
585,370

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北鶴橋小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
22,331,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今津中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
7,886,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　巽中学校外9校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
29,695,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊崎中学校外6校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
29,731,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鶴橋小学校屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
3,760,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　柴島中学校外7校体育館等天井改修工事の支出について（完成金）
27,707,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
174,437,330

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他昇降機設備工事費の支出について（完成金）
19,849,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　東住吉区役所・区民ホール耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
15,354,150

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他昇降機設備工事費の支出について（完成金）
2,871,040

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 教育施設整備用等　平野中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,540,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　此花消防署建設昇降機設備工事費の支出について（第１回中間金）
14,670,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用等　平野中学校外７校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,425,560

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　友渕中学校便所改修設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
306,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　八阪中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
3,365,810

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,013,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　清水丘小学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
3,125,520

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　天王寺中学校外５校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
3,124,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　八阪中学校外５校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
548,590

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　巽中学校外９校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
5,659,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　放出中学校外６校体育館等天井改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
4,438,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　清水丘小学校外壁改修その他工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,015,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉津中学校外４校体育館等天井改修工事外２件監理業務委託費の支出について（完了金）
503,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　瓜破西中学校外５件便所改修設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,609,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　築港中学校外５件便所改修設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,836,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　文の里中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
24,886,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今津中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
6,495,240

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
20,543,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　視覚特別支援学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
13,433,240

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　市岡中学校外4校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
33,093,360

都市整備局 企画設計課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　八幡屋小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
16,057,240

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他工事費の支出について（第１回中間金）
19,660,000
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都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東三国中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
24,273,751

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東三国中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,444,849

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　塚本小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
18,615,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　美津島中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
20,077,080

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今福小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
24,878,510

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新東淀中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
21,170,563

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今福小学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
3,789,850

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　酉島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
6,447,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　難波中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
40,995,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新東淀中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
2,430,957

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田南小学校増築その他工事費の支出について（一部完成金）
7,095,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（第１回中間金）
2,400,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　酉島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
19,368,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
23,527,350

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加島小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
27,025,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
5,992,410

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
5,154

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
1,780

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用　南生野保育所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,944,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
902,679

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
2,984,614

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 スポーツ施設整備事業用　長居球技場バックスタンド北側便所設置工事費の支出について（完成金）
11,592,920

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　桜之宮公園（艇庫横）便所改築工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
209,520

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
10,159,943

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　西大道第３住宅２号館・西大道保育所耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
9,841,964

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
89,191

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　墨江小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
162,000

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　城東中学校第２期増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
340,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　井高野中学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
70,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　島屋小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
745,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事費の支出について（完成金）
125,755,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　島屋小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
17,552,860

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用ほか　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
233,521

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　電気事業法解釈例規集追録第１５４１～１５４４号の買入にかかる支出について
13,168

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
448,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
20,967,120

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
124,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,766,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
807,840

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南港桜小学校外壁改修その他工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
4,033,800

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
17,708,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新北島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
21,304,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　八阪中学校外5校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
13,794,160

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　淡路小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
15,283,600

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　木川小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
16,203,480

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国中学校外4校体育館等天井改修工事費の支出について（完成金）
12,539,200

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中島小学校増築その他工事費の支出について（一部完成金）
11,777,400
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都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破中学校外5校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
5,368,880

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　真住中学校外５校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
5,132,720

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　長池小学校第２期増築その他工事費の支出について（一部完成金）
8,672,320

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住之江中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
17,001,440

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野中学校外7校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
16,650,960

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等　北部特別支援学校増築その他工事費の支出について（完成金）
8,705,760

都市整備局 企画設計課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住之江中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
1,164,120

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成27年03月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 ＪＦＭＡ　ＦＯＲＵＭ２０１５（第９回日本ファシリティマネジメント大会）の参加並びに旅費の支出について
74,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成27年1月分）
48,064

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 野里保育所庇改修工事費の支出について（完成金）
3,592,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 加賀屋東小学校教室床改修その他工事費の支出について（完成金）
525,852

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加賀屋東小学校教室床改修その他工事費の支出について（完成金）
3,147,228

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
374,976

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校便所照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
564,624

都市整備局 施設整備課 平成27年03月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 梅南小学校プール塗装工事費の支出について（工事前払金）
1,130,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
17,712

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,857,276

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
848,988

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
500,904

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 三国保育所通用門その他改修工事－２費の支出について（工事前払金）
5,550,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 南港中央野球場エントランス改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,980,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 長居陸上競技場外壁改修工事費の支出について（完成金）
6,673,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託（その１）にかかる支出について（第４四半期分）
7,830,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 東生野保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
1,934,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 建設局上之宮出張所受変電設備改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
914,760

都市整備局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田小学校・矢田南中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,159,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新森小路小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,664,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
176,958

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
504,954

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
536,517

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
1,417,203

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
125,955

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度都島小学校外５５校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
5,550,012

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度都島小学校外５５校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
2,417,796

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度都島小学校外５５校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
339,498

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２６年度都島小学校外５５校昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
298,782

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
69,579

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２６年度浪速区役所外５施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第３回中間金）
159,678

都市整備局 施設整備課 平成27年03月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校耐震改修機械設備工事費の支出について（完成金）
2,467,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園新世界ゲート横便所改修衛生設備工事費の支出について（工事前払金）
2,480,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 金塚小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
4,149,360

都市整備局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 工事請負費　改修工事費 あべの市税事務所消火設備改修工事－２費の支出について（完成金）
313,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江丘中学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,849,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 高殿南小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
2,765,880

都市整備局 施設整備課 平成27年03月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大和川中学校防球ネット改修工事費の支出について（完成金）
14,580,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
40,716

都市整備局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
784,512

都市整備局 施設整備課 平成27年03月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度福島小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
280,260
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都市整備局 施設整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 大阪国際交流センター受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
10,268,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（外壁等安全対策改修）（西エリア）【設計】委託費の支出について
318,060

都市整備局 施設整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校耐震改修工事費の支出について（完成金）
15,949,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庄中学校外１校受変電設備改修工事費の支出について(完成金)
441,504

都市整備局 施設整備課 平成27年03月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校耐震改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,189,960

都市整備局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 西九条保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
2,130,520

都市整備局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉小学校外柵改修その他工事費の支出について（工事前払金）
2,440,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
238,680

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年2月分）
680

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 工事請負費　改修工事費 都市整備局（本庁舎）間仕切改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,300,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大淀コミュニティセンター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
12,362,024

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 北斎場市民休憩室改修工事費の支出について（完成金）
685,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 古市小学校屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
2,751,840

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大淀コミュニティセンター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,434,216

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校体育館屋根塗装工事費の支出について（完成金）
4,966,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 梅香中学校防球ネット設置工事費の支出について（完成金）
1,996,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度難波元町小学校外13施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
106,380

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度難波元町小学校外13施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,760,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度難波元町小学校外13施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,011,096

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度難波元町小学校外13施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
297,324

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 加美第２保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
14,383,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館地下機械式駐車設備整備工事費の支出について（完成金）
20,520,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 マリンテニスパーク・北村屋外階段他外壁改修工事費の支出について（完成金）
1,665,360

都市整備局 施設整備課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪城音楽堂屋上改修工事費の支出について（完成金）
8,274,960

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
7,691

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成27年2月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成27年2月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
35,721

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 男女共同参画センター中央館排水ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
383,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 大阪市立長居陸上競技場電光表示盤設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
265,248

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺公園慶沢園便所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
336,204

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 湊町リバープレイス外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
4,380,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年２月分）の支出について
10,250

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 舎利寺小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
6,455,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 磯路小学校プールサイド改修工事費の支出について（工事前払金）
1,300,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
531,792

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
293,112

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
556,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
7,884

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
253,476

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
190,728

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
368,928

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
166,212

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
45,252

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
190,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
207,792

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
23,976

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
540
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都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
864

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
182,736

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 此花区役所熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
8,424,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター北部館駐車料金システム改修工事費の支出について（完成金）
9,693,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 姫島こども園庇改修その他工事費の支出について（完成金）
2,906,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 湊町リバープレイス空気調和機整備工事費の支出について（完成金）
15,120,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度此花区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
236,196

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 上新庄自転車駐車場改修工事費の支出について（完成金）
2,732,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園は虫類生態館いわな水槽流水ポンプ改修工事費の支出について（完成金）
265,680

都市整備局 施設整備課 平成27年03月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校保健室改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
791,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 平成26年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（平成27年2月分）
8,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
3,422,520

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 毛馬保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
5,497,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 御幸保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
4,371,840

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 阪南保育所庇改修工事費の支出について(完成金)
934,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平野東保育所各所改修工事費の支出について(完成金)
4,216,480

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 環境局舞洲工場耐火被覆改修工事費の支出について（工事前払金）
3,800,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
2,084,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校体育館屋根塗装工事費の支出について（完成金）
4,906,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
11,111,320

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修その他工事費の支出について(完成金)
12,581,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校耐震改修その他ガス設備工事費の支出について(完成金)
187,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成27年2月分）
91,314

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設三国センター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
10,411,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設啓発センター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
3,826,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　改修工事費 環境局北港事務所外壁改修工事費の支出について（完成金）
2,039,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 東北環境事業センター出入口改修工事費の支出について（完成金）
934,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
1,859,760

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 建設局もと今福出張所受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
72,360

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成27年2月分）
11,295

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成27年2月分）
28,527

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 木川南小学校構内交換設備改修工事費の支出について(完成金)
879,120

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校保健室改修電気設備工事費の支出について（完成金）
801,360

都市整備局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校保健室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
142,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
69,336

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,232,712

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
562,788

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,067,472

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
849,960

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,380,888

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
905,904

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
419,364

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
149,256

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
366,768

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
980,316

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
159,408

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度神津小学校外26施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
71,388

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度三軒家西小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
27,864
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都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度西九条小学校外12施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
25,704

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
50,976

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
265,140

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度三軒家西小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
996,300

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西九条小学校外12施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
762,156

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度神津小学校外26施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
2,214,108

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度三軒家西小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
454,140

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度神津小学校外26施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,229,148

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西九条小学校外12施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
350,460

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度三軒家西小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
304,992

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西九条小学校外12施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
356,076

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度神津小学校外26施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
199,476

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
201,528

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居障がい者スポーツセンター各所改修機械設備工事－２費の支出について（完成金）
10,808,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 大正消防署太陽光発電設備設置工事費の支出について（完成金）
7,038,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館便所改修その他工事費の支出について(完成金)
4,339,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靱テニスセンター給水ポンプユニット整備工事費の支出について（完成金）
3,456,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成26年度北区役所外41施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
182,304

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東淀中学校外２施設受変電設備改修工事費の支出について(完成金)
2,183,760

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 築港中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
2,628,720

都市整備局 施設整備課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破北小学校外柵改修工事費の支出について（完成金）
4,125,160

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
63,396

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
2,443,392

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度市岡小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,232,172

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 伊賀青少年野外活動センター各所改修工事費の支出について（完成金）
3,162,840

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館構内交換設備改修工事費の支出について(完成金)
6,238,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 平野スポーツセンター他１施設外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
7,642,120

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 出来島小学校受変電設備改修工事費の支出について(完成金)
1,197,720

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 粉浜小学校保健室改修工事費の支出について（完成金）
2,647,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連西小学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
1,824,120

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
6,480

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
92,232

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
43,416

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
98,820

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
16,740

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
668,412

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
752,220

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
937,656

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
514,944

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
280,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
308,880

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
436,428

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度西船場小学校外16施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
253,044

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度滝川小学校外20施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
143,964

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
187,164

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民交流センターあさひ西熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
3,218,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター外壁改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
941,760

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 西区民センター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
22,286,880
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都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
8,387,468

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
35,924

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 西成区保健福祉センター分館内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,543,928

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 西保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
3,672,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城天守閣無停電電源設備改修工事費の支出について(完成金)
2,214,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靱テニスセンター給湯設備改修工事費の支出について（完成金）
5,270,400

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 マリンテニスパーク北村各所電気設備改修工事費の支出について（完成金）
29,525,040

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 下福島中学校普通教室改造工事費の支出について（完成金）
3,808,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅東小学校構内交換設備改修工事費の支出について(完成金)
902,880

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北鶴橋小学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
934,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美中学校防球ネット改修工事費の支出について（完成金）
3,268,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 淀川区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について(完成金)
15,589,840

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所太陽光発電設備設置工事費の支出について（完成金）
21,134,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉区役所矢田出張所昇降機設備改修工事費の支出について(完成金)
170,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見区民センター他１施設昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
2,106,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 淡路こども園外壁改修工事費の支出について（完成金）
2,546,120

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 御崎保育所屋根防水改修その他工事費の支出について（完成金）
2,739,960

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 下福島中学校普通教室改造ガス設備工事費の支出について(完成金)
249,480

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見区民センター他１施設昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
594,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 十三小学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
5,680,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西生野小学校外３校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
1,464,480

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 川北小学校構内交換設備改修工事費の支出について(完成金)
872,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
16,299,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 男女共同参画センター中央館冷却塔整備工事費の支出について（完成金）
972,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 松通保育所他1施設外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
675,424

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター西部館給湯設備改修工事費の支出について（完成金）
9,671,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 松通保育所他１施設内部改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,618,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 松通保育所他1施設外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,307,896

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 東小橋保育所各所改修工事費の支出について(完成金)
4,781,160

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 木川第２保育所外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
4,994,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 信太山青少年野外活動センター屋上改修その他工事費の支出について（完成金）
5,383,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 東成消防署太陽光発電設備設置工事費の支出について（完成金）
7,312,680

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靭テニスセンター外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
12,284,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 旭屋内プールろ過設備改修工事費の支出について（完成金）
3,984,720

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 西九条小学校普通教室改造工事費の支出について（完成金）
1,596,600

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉東小学校フェンス改修工事費の支出について（完成金）
4,708,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 香簑小学校プール塗装工事費の支出について（完成金）
2,947,320

都市整備局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 菅原小学校プールろ過設備改修工事費の支出について（完成金）
3,952,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
7,884

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
12,852

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度高松小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
16,416

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
20,736

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成27年2月分）
50,721

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成26年度高松小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
2,808

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,801,548

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,674,540

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度高松小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,009,692

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,669,248
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都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
680,616

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
795,420

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度高松小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
602,640

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度東粉浜小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,124,604

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
167,616

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度高松小学校外18施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
358,452

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度榎本小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
415,152

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成26年度粉浜小学校外24施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
197,316

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 平野区役所出入口改修工事費の支出について（完成金）
3,282,120

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 阿倍野区役所熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
2,127,600

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
20,648,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 もと矢田青少年会館各所改修工事費の支出について（完成金）
6,802,440

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 もと矢田青少年会館各所改修機械設備工事－２費の支出について（完成金）
3,314,520

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 長居障がい者スポーツセンター各所改修工事費の支出について(完成金)
2,829,040

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 北区北老人福祉センター他１施設屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
936,144

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター南部花園館屋上庇改修工事費の支出について(完成金)
756,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 鷹合保育所各所改修工事費の支出について(完成金)
4,749,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 （仮称）コネクションズおおさか間仕切改修工事費の支出について（完成金）
1,214,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 松通保育所他１施設内部改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
88,560

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平野区子ども・子育てプラザ他１施設外壁改修工事費の支出について（完成金）
7,894,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 海老江保育所通用門改修工事費の支出について（完成金）
1,771,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 北区北老人福祉センター他１施設屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
636,336

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 海老江西幼稚園プール排水溝改修その他工事費の支出について（完成金）
1,232,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破北幼稚園遊戯室出入口改修工事費の支出について(完成金)
1,811,160

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 味原保育所外壁改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
860,760

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 平野区子ども・子育てプラザ他１施設外壁改修工事費の支出について（完成金）
9,758,880

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 森ノ宮ピロティホール屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
2,577,960

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 もと市立環境学習センター空気調和機整備工事費の支出について（完成金）
7,084,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 もと市立環境学習センター熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
11,815,200

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 浪速スポーツセンター排気設備その他改修工事費の支出について（完成金）
5,849,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

工事請負費　改修工事費 靭テニスセンター給湯設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
82,080

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 湊町リバープレイス熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
5,184,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 東中浜小学校普通教室改造工事費の支出について（完成金）
2,466,720

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 東中浜小学校普通教室改造電気設備工事費の支出について（完成金）
729,000

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 下福島中学校普通教室改造機械設備工事費の支出について（完成金）
4,453,920

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小松小学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
3,257,280

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
62,473,392

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田北小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
2,567,880

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新巽中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
10,904,868

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉中学校柔道場屋上改修工事費の支出について（完成金）
6,718,800

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新巽中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
2,190,132

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
11,251,208

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 港晴小学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
877,500

都市整備局 施設整備課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 平野南小学校外柵改修工事費の支出について(完成金)
6,627,080

都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
10,168

都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
2,592

都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
5,616

都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
12,416
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都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
1,037

都市整備局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　手提袋外３点の買入にかかる経費の支出について
2,592

都市整備局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 平成26年度「建築技術講習会」にかかる講師謝礼の支出について
13,300

都市整備局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務用　管外出張旅費の支出について（平成27年2月20日分）
29,240

都市整備局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,200

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,944

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
423

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,680

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,756

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,066

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,454

都市整備局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
922

都市整備局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用建設業関係法規集　追録第１１８６号～第１１９１号の買入費用の支出について
15,739

都市整備局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（３月分）
298,750

都市整備局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２６年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（３月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
92,902

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
84,326

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
11,232

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
84,305

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
32,331

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
1,793

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（２月分）
108,701

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
150,995

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
141,971

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
15,844

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
7,452

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
27,728

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
1,879

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
78,019

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
16,297

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
30,618

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
21,124

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
305,814

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
36,811

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
8,910

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
31,612
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都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
38,227

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
47,874

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
6,091

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
9,561

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
18,025

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,281

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,734

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,557

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
13,635

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
6,264

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
32,610

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,645

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
11,556

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール外２７点の買入にかかる経費の支出について
7,517

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
31,671

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外８点の買入にかかる経費の支出について
162

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　背幅伸縮ファイル外４５点の買入にかかる経費の支出について
2,500

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
17,202

都市整備局 総務課 平成27年03月23日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
825

都市整備局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(２月発注分)
1,121

都市整備局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(２月発注分)
26,106

都市整備局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(２月発注分)
163,969

都市整備局 総務課 平成27年03月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金(印刷製本費等)の支出について(２月発注分)
3,441

都市整備局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
31,671

都市整備局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２７年２月分）
1,456,691

都市整備局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
7,331

都市整備局 総務課 平成27年03月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成26年度市街地再開発事業会計に係る消費税等の中間申告の納付について
9,501,200

都市整備局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式借入にかかる経費の支出について
61,028

都市整備局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式借入にかかる経費の支出について
2,904

都市整備局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式借入にかかる経費の支出について
8,723

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（２月分）
59,437

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
824

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
303,525

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
78,959

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（２月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
5,626
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都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
6,856

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
400

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
25,847

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
1,232

都市整備局 総務課 平成27年03月31日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
910

政策企画室 秘書担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張旅費の支出について（平成27年2月12日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張旅費の支出について（平成27年2月12日）
39,100

政策企画室 秘書担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H27.１月分）
33,914

政策企画室 秘書担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H27.１月分）
41,780

政策企画室 秘書担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（1月分）
6,110

政策企画室 秘書担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別職上京時用ハイヤー使用料の支出について（２月分）
42,910

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
2,133

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
27,809

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
17,717

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
68,249

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
44,788

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
10,123

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
29,859

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
4,266

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
19,252

政策企画室 秘書担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年2月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H27.２月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H27.２月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式　借入契約の支出について（Ｈ27.２月分）
60,264

政策企画室 秘書担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H27.２月分）
1,144,800

政策企画室 秘書担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H27.２月分）
118,912

政策企画室 秘書担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 名刺の印刷にかかる経費の支出について
13,500

政策企画室 秘書担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
6,601

政策企画室 秘書担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
1,148

政策企画室 秘書担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
2,246

政策企画室 秘書担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
2,494

政策企画室 秘書担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
8,109

政策企画室 秘書担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 カラーインクジェットプリンタおよびインクの購入について
78,624

政策企画室 秘書担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（２月分）
2,604

政策企画室 秘書担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（２月分）
33,661

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
14,080

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　蛍光マーカー外５点の購入経費の支出について
16,046

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
12,842

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２７年２月分）
68,083

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年１月寄附分）
2,960

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年１月寄附分）
2,028

政策企画室 政策企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２７年２月分）
1,080

政策企画室 政策調査担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングにかかる管外出張命令について
28,840

政策企画室 広報担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（1月分）
8,013
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政策企画室 広報担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ翻訳業務にかかる経費の支出について（1月分）
193,536

政策企画室 広報担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府への分担金の支出について
162,000

政策企画室 広報担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成27年3月号）に係る経費の支出について
291,600

政策企画室 広報担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府への分担金の支出について
162,000

政策企画室 広報担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 生活ガイドブック「くらしの便利帳」（平成27年度発行分）にかかる企画提案プレゼンテーション評価委員への報償金の支出について
33,260

政策企画室 広報担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成27年3月号）概算印刷に係る経費の支出について
270,445

政策企画室 広報担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 「大阪市政だより（平成24年4月号～8月号）」合本版印刷にかかる経費の支出について
167,400

政策企画室 広報担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府への分担金の支出について
162,000

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成27年２月分コピー代金の支出について
45,526

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au２月分）の支出について
2,282

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（2月分）
34,128

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市ホームページこどもページの更新業務にかかる経費の支出について
255,960

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成26年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
47,421

政策企画室 広報担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（2月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク２月分）の支出について
7,205

政策企画室 広報担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 大阪市ホームページ運用管理システムコンソールの買入経費の支払について
70,632

政策企画室 広報担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（2月分）
8,013

政策企画室 報道担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成27年1月分）
1,848

政策企画室 報道担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成27年2月分）
468

政策企画室 報道担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　新聞記事のクリッピング業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
287,280

政策企画室 報道担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務の委託にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」の利用にかかる経費の支出について（2月分）
89,640

政策企画室 報道担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（２月分）にかかる経費の支出について
48,729

政策企画室 報道担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
3,651

政策企画室 報道担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年2月分）
7,577

政策企画室 報道担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（1月分So-net及び2月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 広聴担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（１月利用分）
142,917

政策企画室 広聴担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　蛍光ペンほか17点の購入及び同経費の支出について
37,638

政策企画室 広聴担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借経費の支出について（２月分）
68,969

政策企画室 広聴担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年２月分）
1,812

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成27年２月分）
19,005

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（２月利用分）
144,315

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（２月利用分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（２月分）
371,956

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（２月分）
12,164,040

政策企画室 広聴担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（平成27年２月分）
23,230

政策企画室 東京事務所 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）にかかる経費の支出について
28,900

政策企画室 東京事務所 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）にかかる経費の支出について
28,500

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（２月分）の支出について
6,622

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（２月分）について
54,955

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（２月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（２月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度ファクシミリ賃貸借契約の変更にかかる経費（２月分）の支出について
8,424

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２４年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（２月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（２月分）の支出について
7,236

政策企画室 東京事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第４回目）の支出について
31,200

政策企画室 東京事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第４回目）の支出について
3,018
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政策企画室 東京事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第４四半期４月以降分）の支出について
40,000

政策企画室 東京事務所 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成26年度第４回目）の支出について
2,089,428

健康局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと職員大宮寮にかかる電話代の支出について（1月使用分）
3,499

健康局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電話代の支出について（1月使用分）
3,895

健康局 総務課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（１月分）
142,245

健康局 総務課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　タップ外９点の買入経費の支出について
17,064

健康局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館におけるガス代の支出について（2月分）
745

健康局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（病院Ｇ１２・１月分）の支出について
13,190

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
24,624

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと職員大宮寮にかかる電気代の支出について（2月分）
10,596

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電気代の支出について（2月分）
10,604

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度交流会館における機械警備委託料の支出について（2月分）
11,340

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成27年2月分）
207,857

健康局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成27年2月分）
285,191

健康局 総務課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費（２月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度大阪市職員〔診療放射線技師〕採用試験にかかる試験問題等作成業務委託料（単価契約）の支出について
116,748

健康局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　建物修繕料 健康局事務室間仕切り撤去にかかる電気設備工事の経費の支出について
162,000

健康局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備委託料の支出について（2月分）
10,800

健康局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度もと職員大宮寮における機械警備委託料の支出について（2月分）
10,260

健康局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（2月分）
8,100

健康局 総務課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（１２・１月分）の支出について
16,240

健康局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金の支出について（２月分）
119,787

健康局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度　一般事務用コピー代金（追加分）の支出について（２月分）
19,760

健康局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙外１点印刷にかかる経費の支出について
23,331

健康局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館における水道代の支出について（3月分）
1,620

健康局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 交流会館におけるガス代の支出について（3月分）
745

健康局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について
2,281,602,000

健康局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 健康事業費 市民病院整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について
2,401,925,000

健康局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第２部 健康事業費 市民病院整備費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成26年度地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金の支出について
2,090,000,000

健康局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 もと職員大宮寮にかかる電気代の支出について（3月分）
10,522

健康局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと職員大宮寮にかかる電話代の支出について（2月使用分）
3,416

健康局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 もと母子保健センター看護師寮にかかる電話代の支出について（2月使用分）
3,795

健康局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 健康事業費 市民病院整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金（平成26年度補正予算分）の支出について
22,706,000

健康局 経理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 経理課事務用　PDF編集ソフトウエア　外2点　買入に係る経費の支出について
16,308

健康局 経理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 経理課事務用　ダブロックファイル　外12点　買入に係る経費の支出について
42,876

健康局 経理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５１９～５２０号）の購入にかかる経費の支出について
4,526

健康局 経理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５２１号）の購入にかかる経費の支出について
2,263

健康局 経理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
423,032

健康局 経理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（２月分）
58,968

健康局 健康施策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市医療懇話会開催にかかる経費の支出について（3月17日開催分）
1,404

健康局 健康施策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市救急懇話会開催にかかる経費の支出について（3月17日開催分）
1,296

健康局 健康施策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（ケアストリーム社製）買入にかかる支出について（4回目）
400,593

健康局 健康施策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 エックス線直接撮影用フィルム等（富士フィルム社製）買入にかかる支出について（5回目）
468,007

健康局 健康施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（２月分）
5,980

健康局 健康施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（２月分）
1,596

健康局 健康施策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 各種一般事務用　修正テープ外９点買入にかかる経費の支出について
14,801

健康局 健康施策課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健事業用　平成26年度新任期保健師研修にかかる報償金の支出について（2月20日分）
26,940

健康局 健康施策課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　被服費 各種保健事業用　白衣外２点買入にかかる経費の支出について
125,096
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健康局 健康施策課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所外１ヶ所)(２月分)
3,780

健康局 健康施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 研究費用 医学共同調査用図書の購入経費の支出について
82,026

健康局 健康施策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 備品購入費　図書購入費 研究費用 医学共同調査用図書の購入経費の支出について
28,458

健康局 健康施策課 平成27年03月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 不用エックス線撮影装置等の廃棄にかかる産業廃棄物収集運搬・処分業務委託の実施及び所要経費の支出について
118,800

健康局 健康施策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地域医療事業用　旧同和地区診療所（生江・住吉）の財産処分にかかる大阪府補助金返還金の支出について
927,445

健康局 健康施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張交通費(１月分)の支出について
18,598

健康局 健康施策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成26年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成27年2月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２６年度都道府県・政令指定都市食育推進主管課長会議参加にかかる出張命令及び同経費の支出について
29,240

健康局 健康づくり課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
3,148,271

健康局 健康づくり課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
2,871,558

健康局 健康づくり課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託にかかる経費の支出について（平成２６年１１月分）
2,444,796

健康局 健康づくり課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　広告料 すこやか大阪推進事業用地下鉄駅構内掲出ポスター広告料（2月前半）の支出について
71,280

健康局 健康づくり課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
34,900

健康局 健康づくり課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の同経費支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 すこやか大阪２１推進事業用NCD重症化予防対策会議にかかる報償金の支出について（平成26年度12月・1月分）
1,680

健康局 健康づくり課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 全国健康関係主管課長会議への出張命令及び同経費の支出について
29,240

健康局 健康づくり課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用デジタル印刷機用インク外１点にかかる経費の支出について
67,392

健康局 健康づくり課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用大正車庫消防設備保守点検業務の実施及び同経費の支出について
34,020

健康局 健康づくり課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
32,768

健康局 健康づくり課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１月分）
600

健康局 健康づくり課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１月分）
3,600

健康局 健康づくり課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（１月分）
19,500

健康局 健康づくり課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 医学共同調査用図書購入にかかる経費の支出について
73,224

健康局 健康づくり課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 備品購入費　図書購入費 医学共同調査用図書購入にかかる経費の支出について
44,712

健康局 健康づくり課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 地域巡回型がん検診事業における乳がん検診車買入に伴う車両検査登録にかかる重量税及びリサイクル料、自動車損害賠償責任保険料の支出について
17,850

健康局 健康づくり課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 地域巡回型がん検診事業における乳がん検診車買入に伴う車両検査登録にかかる重量税及びリサイクル料、自動車損害賠償責任保険料の支出について
36,120

健康局 健康づくり課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 地域巡回型がん検診事業における乳がん検診車買入に伴う車両検査登録にかかる重量税及びリサイクル料、自動車損害賠償責任保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 乳がん検診事業用　イメージングプレートの買入及び同経費の支出について
205,200

健康局 健康づくり課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年２月分）
1,065,960

健康局 健康づくり課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年２月分）
349,920

健康局 健康づくり課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（平成２７年２月分）
4,671,156

健康局 健康づくり課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２７年２月分）
12,331

健康局 健康づくり課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（平成２７年２月分）
5,489

健康局 健康づくり課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　肺がん検診個人票外１点印刷経費の支出について
106,920

健康局 健康づくり課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　肺がん検診個人票外１点印刷経費の支出について
175,500

健康局 健康づくり課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 乳がん検診事業用　フィルムキャリングバッグ買入経費の支出について
38,880

健康局 健康づくり課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　ドラムカートリッジ外１点買入経費の支出について
91,692

健康局 健康づくり課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 乳がん検診車購入イベントに伴う保険料の支出について
5,700

健康局 健康づくり課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
58,099

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（２月分）
7,128

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（２月分）
5,670

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
12,317,672

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
21,359,932

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
6,798,728

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
4,145,529

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
232,676

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（１月分）
102,129

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
17,706,091
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健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
12,821,691

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
17,589,726

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
504,819

健康局 健康づくり課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
9,274,418

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（３月分）
2,176

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
62,337

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
1,754

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
32,938

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
31,063

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
71,873

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託（追加分）(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
45,134

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
73,276

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
54,921

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域健康講座（壮年）リーフレットデザイン及び版下作成業務にかかる経費の支出について
100,000

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
2,633

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
8,272

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（平成２７年２月分）
146,880

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
1,244

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
1,684

健康局 健康づくり課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成26年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２７年２月分）
17,940

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
8,262

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
6,350

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
7,452

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
17,388

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
11,880

健康局 健康づくり課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　色ＰＰＣ用紙（緑色）外１２点買入にかかる経費の支出について
2,592

健康局 健康づくり課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　補助金 公衆衛生活動事業補助金の交付決定及び同経費の支出について（福島区）
99,859

健康局 健康づくり課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　補助金 公衆衛生活動事業補助金の交付決定及び同経費の支出について（淀川区、阿倍野区）
245,914

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
32,645

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２６年１０～１２月分市内出張交通費の支出について
91,719

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 乳がん検診事業用　自己触診勧奨用ラミネートボード作成経費の支出について
36,515

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２３４号・２３５号買入にかかる経費の支出について
18,142

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 乳がん検診事業用　自己触診勧奨用ラミネートボード作成経費の支出について
38,005

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　トナーカートリッジ買入経費の支出について
87,480

健康局 健康づくり課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 委託料　委託料 がん検診事業用　がん検診関係業務にかかる未執行委託料の支出について
90,515

健康局 生活衛生課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１月分）
136,772

健康局 生活衛生課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２７年１月分）
2,574

健康局 生活衛生課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（１月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（２月分）
3,693

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（２月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（２月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
15,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１月分）
88,639

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について
2,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度全国食品衛生関係主管課長会議の出席及び所要経費の支出について
29,420

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ガラスインサート外3点の買入経費の支出について
41,537
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健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ガラスインサート外3点の買入経費の支出について
20,790

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ガラスインサート外3点の買入経費の支出について
8,078

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用モレキュラーシーブス外3点の買入経費の支出について
2,765

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用モレキュラーシーブス外3点の買入経費の支出について
4,687

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用タオル鉗子の買入経費の支出について
26,956

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２７年１月分）
310,345

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
8,327

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
6,372

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
5,508

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（１月分）
50,426

健康局 生活衛生課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　大阪市食肉衛生検査所における産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について（平成２７年１月分）
25,056

健康局 生活衛生課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２６年度　動物適正譲渡講習会出席にかかる旅費の支出について（平成２７年３月６日開催）
15,620

健康局 生活衛生課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 狂犬病予防事業用郵便はがきの買入経費の支出について
14,040

健康局 生活衛生課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　平成２６年度感染性廃棄物収集・運搬業務の実施及び同経費の支出について（平成２７年１月分）
8,640

健康局 生活衛生課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　平成２６年度感染性廃棄物処分の実施及び同経費の支出について（平成２７年１月分）
8,208

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　バスポンプ買入経費の支出について
7,344

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　水道六法（２７０号―２７１号）買入経費の支出について
17,400

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 特定建築物規制指導事業用「特定建築物の衛生管理に関する講習会資料」印刷経費の支出について
76,950

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２７年１月分）
4,175

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 狂犬病予防事業用ごみ集積保管庫の買入経費の支出について
57,596

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
52,812

健康局 生活衛生課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
950,400

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
9,293

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
17,538

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年１月分）
4,851

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２７年１月分）
12,092

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２７年１月分）
17,192

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
108,918

健康局 生活衛生課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
43,200

健康局 生活衛生課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 小規模受水槽衛生対策事業用　酸素・毒ガス検知警報器校正点検業務委託にかかる経費の支出について
119,556

健康局 生活衛生課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器校正業務委託にかかる経費の支出について
209,520

健康局 生活衛生課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明猫避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（平成２６年度第３四半期分　契約番号２６０００５３－７）
128,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
35,240

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
16,137

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
18,250

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
26,676

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
21,965

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
32,962

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ふせん外８９点　買入にかかる経費の支出について
104,684

健康局 生活衛生課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用　放射性物質簡易検査機器保守点検業務委託料の支出について
1,339,200

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月分）
46,421

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 監視事務所監視運営用　複写電送装置５台の長期借入（長期継続契約）経費の支出について(２月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月分）
5,884

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 ビル衛生管理事業用　「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（平成２７年２月２４日開催）
28,920

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用エタノール外６点の買入経費の支出について
14,331

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用エタノール外６点の買入経費の支出について
40,597

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ニトリル手袋Ｌ外７点の買入経費の支出について
4,990

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入経費の支出について(2月27日納期分）
6,652
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健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ニトリル手袋Ｌ外７点の買入経費の支出について
60,339

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＨＰＬＣ用サクションフィルタ外３点の買入経費の支出について
39,204

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　廃棄物処理実務便覧（６７１－６７８号）　買入経費の支出について
14,936

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　パーテーション買入にかかる経費の支出について
22,291

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用富士ドライケムコントロール液外２３点の買入経費の支出について
13,197

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用富士ドライケムコントロール液外２３点の買入経費の支出について
164,862

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＨＰＬＣ用サクションフィルタ外３点の買入経費の支出について
3,132

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　スミラブ発泡錠外６点　買入にかかる支出について
2,662,956

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（2月13日納期分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用酸素ガス（医療用）の買入経費の支出について
2,052

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用富士ドライケムコントロール液外２３点の買入経費の支出について
68,256

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用富士ドライケムコントロール液外２３点の買入経費の支出について
130,021

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月分）
4,476

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月分）
4,527

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月分）
6,086

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用愛犬手帳の印刷経費の支出について
388,761

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について(２月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる支出について（平成２７年２月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（平成２７年３月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
2,278

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 産業廃棄物処理法令・通達・条例集　近畿編９４号　にかかる買入経費の支出について
3,672

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年１月南東部生活衛生監視事務所外２件分）
5,880

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（平成２７年２月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
2,500,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
124,200

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用等大型ごみ箱の買入経費の支出について
10,946

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
66,402

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用等大型ごみ箱の買入経費の支出について
31,013

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用等大型ごみ箱の買入経費の支出について
31,013

健康局 生活衛生課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
396,900

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 食品衛生事業用　全国食品表示監視等連絡会議の出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用飼い犬登録申請書外７点の印刷経費の支出について
330,011

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用トルエンの買入に係る経費の支出について（２月分）
2,181

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　「畜産の研究」（平成２７年１月号～３月号）買入経費の支出について（３月購読分）
2,073

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用飼い犬登録申請書外７点の印刷経費の支出について
8,640

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用犬の鑑札（平成２７年度）外１点の買入経費の支出について
1,239,570

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　０.２mol/l過マンガン酸カリウム溶液買入に係る経費の支出について（２月分）
874

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ４１そ２２０５」の法定２４か月点検（継続検査）にかかる経費の支出について
16,038

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 「なにわ４１そ２２０９」の法定２４か月点検（継続検査）にかかる経費の支出について
16,038

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
3,767

健康局 生活衛生課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 環境衛生営業指導事業用　残留塩素高濃度測定器の買入及び同経費の支出について
49,140

健康局 生活衛生課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品関係公正取引法規集追録の買入に係る経費の支出について（１月納品分）
4,946

健康局 生活衛生課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 ビル衛生管理事業用　ホルムアルデヒド濃度測定器校正点検業務にかかる経費の支出について
12,960

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 薬事事務事業用　平成２６年度医薬分業指導者協議会出席にかかる旅費の支出について（平成２７年３月２３日開催）
29,640

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用狂犬病予防注射案内通知用窓あき封筒外２点の買入経費の支出について
514,628

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用「医薬品、医療機器関係実務便覧　追録」の買入経費の支出について
5,000
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健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用防錆潤滑剤外１点の買入経費の支出について
38,448

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用獣医公衆衛生法規集追録の買入経費の支出について
50,284

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＨＰＬＣ用スペーサＳ外６点の買入経費の支出について
7,452

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＨＰＬＣ用スペーサＳ外６点の買入経費の支出について
45,435

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用窒素ガス（圧縮）の買入経費の支出について
4,104

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用酸素ガス（医療用）の買入経費の支出について
4,104

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健衛生検査所２月２日分）の支出について
147

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品事業用　酢酸アンモニウム外１点買入経費の支出について（２月発注分）
4,417

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用防錆潤滑剤外１点の買入経費の支出について
734

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　筆耕翻訳料 優秀標贈呈事業用　平成２７年優秀標揮毫に係る経費の支出について
176,623

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２６年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施及び同経費の支出について（平成２７年２月分）
9,990

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
16,290

健康局 生活衛生課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上料金の支出について（２月分）
12,528

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無水硫酸ナトリウム外２点の買入経費の支出について
1,879

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ＤＰＤ試薬外１点買入に係る経費の支出について（２月分）
49,755

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無水硫酸ナトリウム外２点の買入経費の支出について
3,035

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ホルムアルデヒド買入に係る経費の支出について（２月分）
2,160

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用クロルヘキシジン系消毒剤外２点の買入経費の支出について
28,868

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用無水硫酸ナトリウム外２点の買入経費の支出について
8,294

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用アクアオートカイノスUN-Ⅱ試薬反応試薬（Ⅱ）外２点の買入経費の支出について
17,280

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用アクアオートカイノスUN-Ⅱ試薬反応試薬（Ⅱ）外２点の買入経費の支出について
4,374

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　０.２５mol/lシュウ酸ナトリウム液外２０点買入に係る経費の支出について（２月分）
289,267

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用アクアオートカイノスUN-Ⅱ試薬反応試薬（Ⅱ）外２点の買入経費の支出について
19,974

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・ねこ・その他動物屍体の収集・運搬、処理業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
74,066

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（２月分）
11,300

健康局 生活衛生課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施にかかる経費の支出について（２月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　レジオネラＢＣＹＥα発育サプリメント　買入に係る経費の支出について（２月分）
152,060

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　紙ワイパー外２点　買入に係る経費の支出について（２月分）
51,732

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２７年２月分）
17,802

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　肩掛噴霧機外２点　買入経費の支出について
102,405

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 営業指導事業用　ニトリル手袋Ｍ　買入に係る経費の支出について（２月分）
982

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 住居衛生推進事業用　ガス検知管（パラジクロロベンゼン）　買入に係る経費の支出について（２月分）
3,564

健康局 生活衛生課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
418,500

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
49,161

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（３月分）
1,461

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（３月分）
3,693

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「設備と管理」外３点　買入にかかる経費の支出について（３月分）
1,393

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２６年度「生活と環境」（２０１４年４月号～２０１５年３月号）買入経費の支出について
13,577

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
115,342

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 所有者不明ねこ適正管理推進事業用「なにわ４１そ２２０５」の法定２４か月点検にかかる追加整備の経費の支出について
141,156

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
26,319

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
6,828

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
9,756

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
5,787

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（２月分）
51,400

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 ビル衛生管理事業用　デジタル粉じん計法定点検業務委託にかかる経費の支出について
76,160

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生一般事務事業用　健康局育休任期付職員（獣医師・薬剤師）採用候補者選考試験にかかる試験作成業務委託料の支出について
41,472
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健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について(2月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について(2月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について(2月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成27年03月25日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 食品衛生事業用薬用冷蔵ショーケースの買入にかかる経費の支出について
448,200

健康局 生活衛生課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　消毒用エタノール又は酒税免税アルコール製品外７点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
129,870

健康局 生活衛生課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＢＴＢ試薬外４点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
26,740

健康局 生活衛生課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２７年２月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
658,902

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　墓地埋葬実務便覧（５５号）買入経費の支出について（生活衛生課分）
2,901

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ｐＨ９標準液外４点の買入経費の支出について
982

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ｐＨ９標準液外４点の買入経費の支出について
4,914

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用マイヤーヘマトキシリン外１５点の買入経費の支出について
21,081

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ｐＨ９標準液外４点の買入経費の支出について
13,155

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用液化炭酸ガスの買入経費の支出について（3月13日納期分）
14,580

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録　墓地埋葬実務便覧（５５号）買入経費の支出について（環境衛生監視課分）
2,901

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用マイヤーヘマトキシリン外１５点の買入経費の支出について
32,108

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ｐＨ９標準液外４点の買入経費の支出について
1,663

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用固相抽出カートリッジ（ＰＳＡ）の買入経費の支出について
59,400

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
7,031

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生研究外１点の買入に係る経費の支出について
64,800

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
23,588

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用マイヤーヘマトキシリン外１５点の買入経費の支出について
22,680

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　蒸留水外１点の買入経費の支出について（２月発注分）
23,868

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ廃棄物・リサイクルトラブル解決の手引３３号　買入経費の支出について
4,190

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 住居衛生推進事業用　ダニ同定資材一式購入経費の支出について
110,376

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２７年２月分）
5,590

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用マイヤーヘマトキシリン外１５点の買入経費の支出について
26,925

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２７年２月分）
16,206

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２７年２月分）
15,356

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２６年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年２月分）
105,462

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用平成２６年度ガスクロマトグラフＥＣＤ交換洗浄の実施と同経費の支出について
416,534

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用平成２６年度多検体細胞破砕機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について
210,600

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　備品（理化学機器）等の不用決定、並びに同備品等の廃棄にかかる経費の支出について
5,631

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　備品（理化学機器）等の不用決定、並びに同備品等の廃棄にかかる経費の支出について
34,725

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 生活衛生関係業務用　備品（理化学機器）等の不用決定、並びに同備品等の廃棄にかかる経費の支出について
53,496

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
122,364

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
243,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用動物用輸液ポンプ装置一式の買入経費の支出について
114,048

健康局 生活衛生課 平成27年03月27日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用マイクロプレートリーダーの買入経費の支出について
561,600

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
698

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録の買入経費の支出について
38,880

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
17,809

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
142,317

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所２月分）の支出について
6,537

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（動物管理センター２月分）の支出について
1,800

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
326,700

健康局 生活衛生課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
94,770
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健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年２月分）
52,867

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
13,676

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,960

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
2,144

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
1,940

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
8,480

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生学雑誌の買入に係る経費の支出について
24,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用食器用洗剤外１６点の買入経費の支出について
18,225

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　シリーズ食の安全　安全な食品の加工製造のためのチェックガイド追録外１点　買入にかかる経費の支出について（２月納品分）
22,680

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生等事業用インクカートリッジ外１３点の買入経費の支出について
31,428

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用食器用洗剤外１６点の買入経費の支出について
16,848

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ｐＨ４標準液外５点の買入経費の支出について（２月発注分）
26,341

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用食器用洗剤外１６点の買入経費の支出について
35,478

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生等事業用インクカートリッジ外１３点の買入経費の支出について
15,444

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用メスハンドルの買入経費の支出について
864

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生等事業用インクカートリッジ外１３点の買入経費の支出について
6,480

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用医務衣（上）外９点の買入経費の支出について
196,128

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蛍光灯外７点の買入経費の支出について
8,586

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用医務衣（上）外９点の買入経費の支出について
18,576

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蛍光灯外７点の買入経費の支出について
2,074

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生等事業用インクカートリッジ外１３点の買入経費の支出について
13,014

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生等事業用インクカートリッジ外１３点の買入経費の支出について
23,760

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用マイクロピペット用チップ外１点の買入経費の支出について
8,532

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用蛍光灯外７点の買入経費の支出について
37,940

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生関係法規集追録の買入に係る経費の支出について（２月納品分）
90,720

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年２月分）
8,826

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年２月分）
2,765

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年２月分）
5,166

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
39,204

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
27,783

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護管理事業用カラス啓発ポスター外２点の印刷経費の支出について
24,935

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（平成２７年２月分）
287,721

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所事務所床改修工事にかかる経費の支出について
237,600

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ４１そ２２０９」の法定２４か月点検にかかる追加整備の経費の支出について
225,990

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２７年２月分）
2,574

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生等事業用平成２６年度ガスクロマトグラフ及び分光光度計の保守点検の実施と同経費の支出について
196,128

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生等事業用平成２６年度ガスクロマトグラフ及び分光光度計の保守点検の実施と同経費の支出について
230,688

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
648,000

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
76,950

健康局 生活衛生課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
61,128

健康局 こころの健康センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（１月分）
10,261

健康局 こころの健康センター 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　障害保健福祉関係主管課長会議への出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（１月３０日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・１月１６日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成26年度思春期関連問題支援者向け研修にかかる講師謝礼の支出について（平成27年1月20日開催分）
22,140

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（１月３０日実施分）
760

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
6,120
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健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・１月１６日開催分）
3,860

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１月分）
226,849

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（１月分）
25,103

健康局 こころの健康センター 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（１月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（２月分）
232,371

健康局 こころの健康センター 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１月提供分）
389,762

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月６日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・2月19日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月１０日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月４日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１月分）
171,190

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月１２日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　思春期関連問題市民講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年2月13日分）
14,200

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月４日実施分）
800

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（１月分）
6,220

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月１０日実施分）
320

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月１２日実施分）
240

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・2月19日開催分）
2,960

健康局 こころの健康センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（１月分）
29,475

健康局 こころの健康センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神医療事業用　搬送用作業服の買入代金の支出について
25,488

健康局 こころの健康センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（2月）
41,407

健康局 こころの健康センター 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（2月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 一次救急診療事業用　セディール錠外９点買入経費の支出について
20,716

健康局 こころの健康センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・国保）入院費の支出について
391,737

健康局 こころの健康センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・３月審査分（概算））
84,794,675

健康局 こころの健康センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・３月審査分（概算））
1,496,650

健康局 こころの健康センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）入院費の支出について
20,660

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書同封ちらし外６点の印刷代金の支出について
224,265

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書同封ちらし外６点の印刷代金の支出について
49,450

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,410

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,778,441

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
622

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（１月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
132,282

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・３月審査分（概算））
78,267,000

健康局 こころの健康センター 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・３月審査分（概算））
19,229,000

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月２５日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（2月26日実施分）
20,640

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる地域交流会にかかる講師謝礼の支出について（3月3日実施分）
32,280

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（2月26日実施分）
10,920

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２６年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成26年8月25日、11月10日、平成27年2月23日分）
61,360

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（２月２５日実施分）
660

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神医療事業用　サージカルマスク外２点の買入代金の支出について
32,400

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　ボールペン外３１点の買入代金の支出について
200,880

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　トイレットペーパーの買入代金の支出について
48,988

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）２月分の支出について
8,200

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
490

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,658,642

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
69,972
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健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神医療事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（２月分）
345,600

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
98

健康局 こころの健康センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（2月締分）
8,400

健康局 こころの健康センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（２月分）
191,330

健康局 こころの健康センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（２月分）
9,480

健康局 こころの健康センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　薬物乱用防止啓発用リーフレットの買入経費の支出について
271,100

健康局 こころの健康センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,755

健康局 こころの健康センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）医療費の支出について
117,033

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（３月６日開催分）
49,780

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（３月４日開催分）
10,070

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　精神科病院への実地審査にかかる報酬の支出について（３月１０日実施分）
10,070

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　思春期関連問題市民講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年3月13日分）
14,200

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地審査にかかる報酬の支出について（３月４日開催分）
1,980

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　精神科病院への実地審査にかかる報酬の支出について（３月１０日実施分）
920

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（３月６日開催分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 精神保健事業用　思春期問題講座テキスト外１点の印刷経費の支出について
119,232

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 精神保健事業用　思春期問題講座テキスト外１点の印刷経費の支出について
41,796

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（２月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（２月分）
207,444

健康局 こころの健康センター 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　交付金 精神福祉事業用　市営交通料金福祉措置（精神障がい者）にかかる交付金の支出について（精算分）
27,657,553

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（２月分）
23,153

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　障害者関係施策ガイドブック追録（69-70号）の買入代金の支出について
6,955

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　精神保健福祉関係例規集追録（210-211号）買入にかかる経費の支出について
11,000

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　障害者関係施策ガイドブック追録（67-68号）の買入代金の支出について
7,862

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（２月分）
28,607

健康局 こころの健康センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（２月分）
212,305

健康局 こころの健康センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について（２回目）
388,733

健康局 こころの健康センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付用窓あき封筒　外２点の買入代金の支出について（２回目）
101,155

健康局 こころの健康センター 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　船車修繕料 精神医療事業用　精神保健搬送車定期整備（６カ月点検）にかかる経費の支出について
8,000

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　精神障害者の地域移行推進に係るヒアリングへの出席及び同経費の支出について
28,840

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
18,808

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
18,096

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
8,011

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
392

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
82

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（２月分）
270,436

健康局 こころの健康センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・２月審査分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（平成２７年１月分）
341,539

健康局 保健所管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 環境保健事業用カラーペーパー外９点買入に係る経費の支出について
75,600

健康局 保健所管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（１月分）
93,558

健康局 保健所管理課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　蛍光マーカー外１６点の買入経費の支出について
37,152

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　1月分）の支出について
11,927

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　1月分）の支出について
13,579

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（１月分）
21,271

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
480

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
1,632

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
1,296

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
2,592
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健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
960

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
1,072

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年1月分）
612

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年１月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会野江病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２６年度ぜん息児水泳教室事業用診断書等文書作成料の支出について（追加分）
4,320

健康局 保健所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２７年１月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
555,700

健康局 保健所管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（1月分）の支出について
103,236

健康局 保健所管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２７年１月分）の支出について
27,849

健康局 保健所管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２７年２月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６４歳以下）の支出について
101,380

健康局 保健所管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２７年２月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金（６５歳以上）の支出について
19,510

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
1,267

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
1,620

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
1,706

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所1月分）
51,248

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　3月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　3月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２６年国民健康・栄養調査入力業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
71,607

健康局 保健所管理課 平成27年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　1月分）の支出について
1,298

健康局 保健所管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　1月分）の支出について
38,124

健康局 保健所管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業（給食施設巡回指導）用塩分計購入経費の支出について
41,400

健康局 保健所管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 特定疾患対策事業用等　ゴム印買入にかかる経費の支出について
415

健康局 保健所管理課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 特定疾患対策事業用等　ゴム印買入にかかる経費の支出について
51,113

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２７年１月分）の支出について
1,240

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度大阪市食生活習慣改善指導事業用インクジェットプリンタ用インクカートリッジ外７点購入経費の支出について
222,102

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年2月4日請求分)
3,910

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について(平成27年1月13日請求分)
10,420

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業経費の支出について（2618号）
38,550

健康局 保健所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　３月分
2,006,170

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（２月分）
302,640

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（２月分）
397,215

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（２月分）
9,780

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（２月分）
9,280

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年２月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,804

健康局 保健所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（２月再支出分）
156,565

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 難病患者療養相談事業用定期刊行物（難病と在宅ケア）の購入経費の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年3月分）（1月診療分確定払い）
2,434,985

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病対策事業用医療費の支出について（平成27年2月診療分　国保連）（3月審査分　概算払い）
3,162,705

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年3月分）（1月診療分　確定払い）
409,319

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 負担金、補助及交付金　会費 第４４回大気汚染公害認定研究会の出席に係る経費（会議負担金）の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年3月支払国保分）
187,572

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（2月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分）（2月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成26年度高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会の実施に係る講師謝礼金の支出について（２月１８日実施）
32,520

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年2月作成分）
6,962

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年1月診療分　社保基金）
10,343

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年12月診療・平成27年2月作成分）
100

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年2月審査分　社保基金）
102,233



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年2月審査分　社保基金）
147

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年1月診療分　社保基金）
8,052

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成26年12月診療・平成27年2月作成分）
1,138

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病対策事業用医療費の支出について（平成27年2月診療分　社保基金）（3月審査分　概算払い）
17,758,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年3月分 社保基金）（2月診療分 概算払い）
1,543,085

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年2月分　社保基金）（追給分）
13,456,915

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成27年1月診療分　社保基金）（2月審査分　確定払い）
5,060

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年3月分 社保基金）（2月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年2月社保基金提供分）
2,324

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成27年2月社保基金審査分）
49,548

健康局 保健所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年3月支払社保基金分）
1,261,766

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車継続検査にかかる経費の支出について（エスティマ）
43,071

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成27年2月審査分）
2,646

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成27年2月審査分）
3,038

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年2月審査分　国保連）
49,098

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年2月20日請求分)
17,020

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害療養相談会案内ビラ外1点印刷経費の支出について（その２）
59,194

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 転地療養事業案内送付用封筒外1点購入経費の支出について
68,850

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用2月分）の支出について
855

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（１２・１月分）口座振替不能分
7,290

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成27年2月国保審査分）
7,920

健康局 保健所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年１月分健康診査用ＥＴＣ利用の高速道路通行料の支出について
420

健康局 保健所管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康づくり地区組織活動研修会用講師報償金の支出について（２月２５日実施分）
22,920

健康局 保健所管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年2月24日請求分)
51,470

健康局 保健所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２７年２月分アトピー相談医師報償金の支出について
49,780

健康局 保健所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２７年２月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について
4,974

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（２月分）
51,966

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（２月分）
47,586

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（２月分）
92,667

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
7,308

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２６年度健康づくり地区組織活動研修会用テキスト（平成２７年２月実施分）及び地区組織活動用活動報告用紙の印刷経費の支出について
19,980

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成２６年度健康づくり地区組織活動研修会用テキスト（平成２７年２月実施分）及び地区組織活動用活動報告用紙の印刷経費の支出について
47,520

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 健康づくり地区組織活動研修会用ホール技術者派遣委託業務に係る経費の支出について（2月25日実施分）
51,840

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年2月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成26年12月5日請求分)
1,500

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年2月3日請求分)
144,114

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
3,240

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
3,920

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　２月分の支出について
3,920

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　２月分の支出について
920

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
4,328

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
840

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　２月分の支出について
6,492

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　２月分の支出について
912

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
1,360

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１２月分の支出について
1,800

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　１月分の支出について
1,440

健康局 保健所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立十三市民病院分）
13,424



平成26年度（平成27年03月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　2月分）の支出について
12,294

健康局 保健所管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　2月分）の支出について
18,203

健康局 保健所管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度公害健康被害補償給付支給事務費交付金の超過交付返納金の支出について
479,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（2月分）の支出について
150,247

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（２月分）
27,763

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車継続検査にかかる追加整備経費の支出について（エスティマ）
120,670

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 喫食者指導教室（よりよい給食に向けての研修会）用講師報償金の支出について
21,840

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２７年２月分）の支出について
28,629

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業（給食施設巡回指導）用ポスター及び外食栄養管理推進事業（栄養成分表示）用啓発リーフレット印刷経費の支出について
48,600

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業（給食施設巡回指導）用ポスター及び外食栄養管理推進事業（栄養成分表示）用啓発リーフレット印刷経費の支出について
32,400

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年2月24日請求分)
480

健康局 保健所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害保健福祉事業に係るデータ抽出及び各種帳票作成業務委託料の支出について
254,954

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
1,267

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　2月分）の支出について
24,639

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２６年度　施設管理用　放射線技術検査所清掃業務委託料の支出について
30,780

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,080

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
978

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
864

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
1,440

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
792

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
864

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
480

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
720

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立総合医療センター分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（３月分）
96,400

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（３月分）
1,177,140

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（３月支払分）
6,400,850

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（３月分）
7,463,700

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（３月分）
2,130,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
1,298

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（2月分）の支出について
210,103

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（2月分）の支出について
130,798

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 外食栄養管理推進事業用市内出張交通費（事後指導）（平成２７年２月分）の支出について
2,055

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
164

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
492

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
772

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２６年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（平成２７年２月分）
554,277

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
16,359

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
70,674

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
984

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
410

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
931

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
813

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
914

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年3月作成分）
3,000
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健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年3月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 石綿健康リスク調査事業用市内出張交通費　３月分の支出について
960

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 リムーバー外15点（公害健康被害補償事業用・環境保健サーベイランス調査事業用・小児ぜん息等医療費助成事業用）の購入にかかる支出について
29,205

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 リムーバー外15点（公害健康被害補償事業用・環境保健サーベイランス調査事業用・小児ぜん息等医療費助成事業用）の購入にかかる支出について
3,951

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 リムーバー外15点（公害健康被害補償事業用・環境保健サーベイランス調査事業用・小児ぜん息等医療費助成事業用）の購入にかかる支出について
3,888

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
2,210

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
1,439

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,649

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
600,079

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,428

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年２月分）
164

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
13,424

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２７年２月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立住吉市民病院分）
26,848

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　３月支払分（その１）
80,109,300

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成27年3月分）
30,380

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）その１
236,716,684

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害の補償等に関する法律に係る療養費の支給について
7,235

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　３月支払分（その２）
203,400

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）その２
11,161,088

健康局 保健所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成25年度在宅福祉事業費補助金の超過交付返還金の支出について（小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業）
25,000

健康局 保健医療対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生システム用　表示板付結束バンド外11点買入にかかる経費の支出について
33,879

健康局 保健医療対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成27年1月分市内出張交通費の支出について
2,244

健康局 保健医療対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　フィルムラベルシール　外１８点買入にかかる経費の支出について
21,718

健康局 保健医療対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム用市内出張交通費(2月分)の支出について
1,800

健康局 保健医療対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(2月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(2月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(2月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 患者調査事業用　電波置時計の買入にかかる経費の支出について
394,178

健康局 保健医療対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張旅費の支出について（平成２６年１２月～平成２７年１月分）
2,528

健康局 保健医療対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「今日の治療薬２０１５　解説と便覧」購入にかかる経費の支出について
4,300

健康局 保健医療対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用カラーマルチペーパー外4点買入にかかる経費の支出について
5,356

健康局 保健医療対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　「やさしく学ぶ　ＳＰＳＳによる統計解析」　外1３点の買入にかかる経費の支出について
31,266

健康局 保健医療対策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分～平成２７年１月分）
122,986

健康局 保健医療対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成27年2月分市内出張交通費の支出について
1,332

健康局 保健医療対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 衛生統計調査事務用「厚生の指標」外１点の買入（年間購読）にかかる経費の支出について
312,147

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
69,124

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張旅費の支出について（平成２７年２月分）
1,704

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,686

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（１月分～２月分）
194

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
7,220

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等業務用後納郵便料の支出について（２月分）
82

健康局 保健医療対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成27年2月分）
540

健康局 感染症対策課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１月分）
3,935

健康局 感染症対策課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（１月分）
8,576

健康局 感染症対策課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「キャピリアＴＢ－Ｎｅｏ抽出用緩衝剤液」の購入にかかる経費の支出について
1,350

健康局 感染症対策課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「１％小川培地　外３点」の購入にかかる経費の支出について
45,468

健康局 感染症対策課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（１２月分）
33,000
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健康局 感染症対策課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１２月分）
181,160

健康局 感染症対策課 平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１２月分）
30,564

健康局 感染症対策課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１月分）
4,225

健康局 感染症対策課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（１月分）
6,847

健康局 感染症対策課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症にかかる健診事業用等「速乾性擦り込み式手指消毒剤　外４点」の買入にかかる経費の支出について
242,524

健康局 感染症対策課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 新型インフルエンザ対策事業用　消毒用エタノール　外３点の買入経費の支出について
190,404

健康局 感染症対策課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（1月分）
2,313,621

健康局 感染症対策課 平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１２）
15,340

健康局 感染症対策課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５９～６０）
12,193

健康局 感染症対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 全国健康関係主管課長会議への職員の派遣及び同経費の支出について
29,240

健康局 感染症対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成26年度ハンセン病問題講演会実施用　阿倍野区民センター舞台音響技術業務委託料の支出について
34,560

健康局 感染症対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 風しん抗体検査結果等通知用　封筒代金の支出について
22,952

健康局 感染症対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 風しん抗体検査結果等通知用　封筒代金の支出について
24,591

健康局 感染症対策課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（1月分）
192,400

健康局 感染症対策課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 DOTS事業用「N95微粒子用マスク」の購入にかかる経費の支出について
36,720

健康局 感染症対策課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（2月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（1月分）
811,013

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
288,090

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
7,660

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
28,072

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
14,188

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
13,550

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１２月分）
8,340

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ代金の支出について（2月2日発注分）
153,360

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ代金の支出について（2月2日発注分）
10,584

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料（再リース分）の支出について（平成27年2月分）
9,428

健康局 感染症対策課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成27年2月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２７年２月分）
32,260

健康局 感染症対策課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査用試薬　エスプラインＨＩＶ　Ａｇ/Ａｂ代金の支出について（2月16日発注分)
347,760

健康局 感染症対策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期・№１）
3,618

健康局 感染症対策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（２月分）
5,542,732

健康局 感染症対策課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１２月戻入分）の支出について
459,670

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期・№４）
3,461

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
84,363

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）後期高齢
1,652,610

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
181,626

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（３月概算分）国保一般
815,144

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（２月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年２月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度大阪市結核対策業務従事者研修講師にかかる報償金の支出について
50,340

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
40,303

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（２月分）
6,365

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成27年3月19日開催指定医療機関講習会（大阪市立住まい情報センター）にかかる会場使用料の支出について
27,400

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（３月概算分）
52,000

健康局 感染症対策課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（３月概算分）
8,200,000

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
33,510

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年１月分）
780

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）２月４、１０日分
5,969
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健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（2月分）
13,267

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨＩＶ検査事業用　セロディアＨＩＶ-1/2代金の支出について（2月25日発注分）
125,280

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査用　真空採血管代金の支出について（2月2日発注分）
18,748

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）２月４、１０日分
2,890

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
21,462

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）後期高齢
4,998

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
24,500

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（２月分）国保一般
2,548

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリの長期借入代金の支出について（長期契約）（2月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成27年2月26日開催指定医療機関講習会（港区民センター）にかかる会場使用料の支出について
17,850

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（２月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（２月分）
4,525

健康局 感染症対策課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（２月分）
7,236

健康局 感染症対策課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　印刷製本費 ハンセン病問題事業用　冊子「ハンセン病問題を知っていますか」代金の支出について
91,800

健康局 感染症対策課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（638-642）の買入経費の支出について
13,030

健康局 感染症対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２６年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（２月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成26年度定点医療機関検体搬送業務委託料（概算契約）の支出について（2月分）
92,080

健康局 感染症対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（2月分）
447,880

健康局 感染症対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（3月分）
33,580

健康局 感染症対策課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 献血推進事業用　市民向け啓発物品購入にかかる経費の支出について
842,400

健康局 感染症対策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（2月分）
1,200,353

健康局 感染症対策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（2月分）
108,364

健康局 感染症対策課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１月分）の支出について
394,630,784

健康局 感染症対策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 第８回 重点都道府県等エイズ対策担当課長連絡協議会の出席経費の支出について
29,640

健康局 感染症対策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定３か月点検）の実施及び同経費の支出について（４回目）
7,560

健康局 感染症対策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　プラスチック手袋代金の支出について（3月6日発注分）
1,188

健康局 感染症対策課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　予防接種手帳印刷代金の支出について
2,460,240

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成26年度大阪市指定医療機関講習会にかかる講師報償金の支出について【2月26日・3月12日開催】（結核分）
21,180

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２６年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（６回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核定期健康診断事業用検診車定期整備（法定６か月点検）の実施及び同経費の支出について（２回目）
8,640

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　エイズ専門相談業務に係る委託料の支出について（2月分）
116,328

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
1,440

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
4,810

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（2月入力分）の支出について
1,414,452

健康局 感染症対策課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（３月１０日請求分）の支出について（医療機関支払分）
8,000

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（２月分）
15,010

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 感染症対策事業用　感染症予防啓発用冊子外１点の印刷に係る経費の支出について
135,000

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 感染症対策事業用　感染症予防啓発用冊子外１点の印刷に係る経費の支出について
103,982

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　ロック付マイクロチューブ買入れに係る所要経費の支出について（3月6日発注分）
5,788

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット代金の支出について（3月6日発注分）
146,880

健康局 感染症対策課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核接触者健診事業用「バイオハザード対策用安全キャビネット保守点検業務｣の実施にかかる経費の支出について
303,480

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等　エッペンドルフチップ外5点代金の支出について
9,309

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用等ニトリル検査健診用グローブ外１３点の代金の支出について
103,853

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　真空採血管代金の支出について（3月6日発注分）
16,070

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　小試験管の買入経費の支出について（3月6日発注分）
16,200
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健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症対策事業用等ニトリル検査健診用グローブ外１３点の代金の支出について
39,047

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用等　エッペンドルフチップ外5点代金の支出について
43,524

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
3,935

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
7,546

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
10,646

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
3,208

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
1,166

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）旭町郵便局分
1,660

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
32,144

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
2,014

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
28,827

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（１月分）
60,000

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
342,318

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 感染症対策事業用車載用足折れストレッチャー　外１点の買入代金の支出について
690,984

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期・№５）
1,573

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
311,999

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（2月分）
1,006,536

健康局 感染症対策課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 委託料　委託料 平成25年度結核接触者・管理健診事業にかかる未執行委託料の支出について
25,326

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１２月分）
2,270

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300や5580）
1,100

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300み1229）
1,100

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300み1229）
27,840

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300や5580）
27,840

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300や5580）
24,600

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ300み1229）
24,600

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油経費にかかる支出について（１月分）
26,661

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
1,512

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ429）
1,100

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ430）
1,100

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ429）
26,370

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ430）
26,370

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ429）
7,800

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事業用車の車検にかかる重量税等の支出について（なにわ41さ430）
7,800

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
14,780

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（２月分）
31,350

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車の継続検査基本点検整備経費の支出について（なにわ300み1229）
11,340

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
1,944

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「ボールペン(事務用）外３４点」買入にかかる経費の支出について
63,936

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 専門監視事業用車の継続検査基本点検整備経費の支出について（なにわ300や5580）
10,260

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
120,740

健康局 環境衛生監視課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（食品衛生１月分）
610

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１２月分）
52,672

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 補償、補填及賠償金　賠償金 北部生活衛生監視事務所　自転車事故にかかる損害賠償金の支出について
38,850

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
27,840

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
26,370

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
6,600
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健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
24,600

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（１月分）
33,808

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１月分）
7,794

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
1,188

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事務用　蛍光マーカー外１９点買入経費の支出について
45,408

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
392

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
2,360

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
1,482

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１月分）
47,806

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１つ５１９」車検経費の支出について
22,680

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４８０え２３４１」定期点検整備（追加整備）にかかる経費の支出について
75,070

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
9,601

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
1,296

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２６年度１月分）
18,290

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ４１そ２１４８」定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
16,038

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)２月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)２月分の支出について
830

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２６年度２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
9,283

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２６年度２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
11,955

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成２６年度２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）白衣等洗濯代金の支出について
1,620

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２６年度２月分）
13,250

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」定期点検整備（追加整備）にかかる経費の支出について
144,320

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」定期点検整備（１２カ月法定点検）にかかる経費の支出について
8,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
16,708

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１月分）
11,659

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
648

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ480え2340）の車検の実施及び同経費の支出について
16,308

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
454

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
1,671

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（１月分）
1,440

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
12,876

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ４８０　え　２３４０）の車検にかかる追加経費の支出について
155,952

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
280

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
1,998

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
980

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
21,161

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（１月分）
702

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
300

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用の指導車「なにわ　４１　す　７１４４」の自動車定期点検整備（法定１２カ月点検）費用の支出について
4,320

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（２月分）
4,508

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
17,062

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（２月分）
648

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41す7145」の法定12カ月点検基本整備にかかる経費の支出について
7,020

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41そ2145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
1,100

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　損害保険料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41そ2145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
26,370

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 公課費　公課費 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41そ2145」の自賠責保険料と自動車重量税と検査印紙代の支出について
6,600

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（1月分）
7,572

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（1月分）
11,801
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（1月分）
3,498

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月13日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（1月分）
1,632

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費２月分の支出について
5,710

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（1月分）
324

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41す7145」の12ヶ月定期検査追加整備にかかる経費の支出について
76,842

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事業用リサイクルトナーカートリッジ及びレジ用トナー購入経費の支出について
13,554

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（2月分）
5,451

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
1,080

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（2月分）
1,296

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
300

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金2月分の支出について
2,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 厚労省通知法による腸管出血性大腸菌検査実習参加に係る旅費の支出について
28,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(1月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　水銀標準液　他２１点の購入及び経費に支出について（単価契約１月分）
221,994

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　減圧濾過用フィルターフォルダーゴム栓　の購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
2,980

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月04日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　マイクロフィルムリーダープリンター　修繕にかかる経費の支出について
20,055

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ発光用サンプラコーン　の購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
38,988

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣカラム　他４１点購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
514,949

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ　ｃｏｍｂｉｔｉｐｓ　他２８点購入及び経費の支出について（単価契約１２月分）
842,212

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　固相カラム　他２３点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
515,624

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム　他２５点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
470,610

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　プラスチック遠沈管　他１点の購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
40,305

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入経費の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 研究検査用　携帯端末用料金登録プリペイドカード購入に係る経費の支出について
10,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要　追録521号の購入及び経費の支出について
2,263

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　ゲル浸透クロマトグラフ保守点検業務の経費支出について
679,428

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月12日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　高速液体クロマトグラフ保守点検業務の経費支出について
586,116

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＡＭＶ　Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔａｓｅ　他８点の購入及び経費に支出について（単価契約１月分）
157,609

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用スエッジロック　他１点の購入及び経費の支出について
41,094

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　タップマン　ユニバーサルＰＣＲ　マスターミックスの購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
311,331

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
3,024

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
27,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＱＩＡＧＥＮ　ＯｎｅＳｔｅｐ　ＲＴ－ＰＣＲｋｉｔ　他８点の購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
250,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム　他３点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
150,876

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
10,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　印刷製本費 平成２５年度大阪市立環境科学研究所事業年報　外１点印刷料及び経費の支出について
191,646

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
1,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所消防設備保守点検業務委託の経費支出について
482,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　分光光度計保守点検業務委託の経費支出について
205,524

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第49回日本水環境学会年会出席に係る旅費の支出について
22,580

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第49回日本水環境学会年会出席に係る旅費の支出について
22,580

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用メディカルフリーザ　修繕にかかる費用の支出について
71,388

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託（その２）にかかる経費の支出について（2月分）
597,132

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託（その２）にかかる経費の支出について（2月分）
315,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（2月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所　検査研究用　低分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期継続借入（再リース）の支出について(2月分)
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について(2月分)
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
504,525
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入にかかる経費の支出について(2月分)
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について（2月分）
51,398

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（2月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用機器類付属プリンター用トナーカートリッジ等　他１１点の購入及び経費の支出について
83,710

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所二酸化炭素消火設備容器整備業務委託経費の支出について
2,376,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 備品購入費　機械器具費 検査研究用　ホモジナイザー　買入にかかる経費の支出について
197,370

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用２ｍＬバイアルインサート　他１２点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
313,356

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．１ｍｏｌ／Ｌ塩酸　他３点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
4,276

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　炭酸ガスの購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
2,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　殺菌温度確認用温度計　他４点購入及び経費の支出について（単価契約１月分）
69,530

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シリンジフィルター　他１点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
69,130

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用キャピラリーカラム　他１点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
97,848

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　標準温度計　他１２点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
518,022

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（２月分）
4,276

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（1月分）の支出について
2,550

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）
32,792

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 病原微生物実験装置等の保守点検にかかるHEPAフィルターの購入にかかる経費支出について
78,840

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 施設管理用　ウレタン樹脂塗料外２点の経費の支出について
42,768

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（2月分）
10,665

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　残留放射能分析装置の不具合箇所確認業務の実施及び経費の支出について
67,392

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　液体窒素可搬式容器検査にかかる経費の支出について
35,640

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（単価契約2月分）
64,972

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　庁内電話専用線点検業務委託の経費の支出について
8,640

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について(2月分)
13,996

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アセトニトリル　他２０件の購入及び経費に支出について（単価契約２月分）
617,657

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用標準ガスの購入及び経費の支出について
59,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣ用２ｍＬバイアルインサート　他３１点の購入及び経費に支出について（単価契約１月分）
435,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　印刷製本費 環境科学研究所広報誌「健康・環境・サイエンス」リーフレットの印刷料及び経費の支出について
126,748

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 環境科学研究所１階警備員室畳入替にかかる費用の支出について
46,440

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　病原微生物実験装置等保守点検業務の実施並びに同経費の支出について
420,120

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所残留放射能測定装置保守点検業務にかかる経費支出について
614,520

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月24日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　安全キャビネット保守点検業務の経費支出について
212,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　au one net接続料金の支出について(2月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 第88回日本細菌学会総会出席に係る旅費の支出について
8,820

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 他自治体の研究所施設の現地見学等に係る旅費の支出について
29,100

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理業務用　Bフレッツ回線使用料の支出について(2月分）
6,231

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所廃溶媒回収処理業務委託経費の支出について
68,126

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　他７点購入及び経費の支出について（単価契約２月分）
112,752

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　ガスクロマトグラフ質量分析計（その３）　修繕にかかる経費の支出について
981,720

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　Ｘ線回折装置（その２）　修繕にかかる経費の支出について
1,212,732

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　蛍光X線分析装置修繕にかかる経費の支出について
2,589,516

人事室 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,522

人事室 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

人事室 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
92

人事室 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,090

人事室 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　モノクロ複合機ほか１点の購入にかかる経費の支出について
13,716

人事室 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（２月分）
71,275

人事室 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター２月分）
10,260
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人事室 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
15,592

人事室 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　モノクロ複合機ほか１点の購入にかかる経費の支出について
46,062

人事室 人事課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成27年2月請求分）
2,702

人事室 人事課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　平成26年度　産業医研修会への参加にかかる所要経費の支出について
2,000

人事室 人事課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成27年1月分）
750,780

人事室 人事課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成27年1月分）
3,000

人事室 人事課 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　第１１回大阪市人事監察委員会退職管理部会にかかる管外出張経費の支出について
29,600

人事室 人事課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　平成26年度産業医研修会への参加に係る管外出張旅費の支出について
28,500

人事室 人事課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度職員破傷風予防接種業務委託（その２）（概算契約）に係る経費の支出について
4,291,056

人事室 人事課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーの購入経費の支出について
71,280

人事室 人事課 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬の支出について（平成26年8月追給分）
17,460

人事室 人事課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　SDS（うつ性自己評価尺度）テスト用紙の経費の支出について
75,160

人事室 人事課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成26年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成27年１月実施分）
103,410

人事室 人事課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　辞令用紙（人事異動事務用）の購入経費の支出について
15,552

人事室 人事課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年2月開催分）
261,415

人事室 人事課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年2月開催分）
1,120

人事室 人事課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年2月分）
4,080

人事室 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員定期健康診断（遠隔地）の実施にかかる経費の支出について
81,000

人事室 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　第８８回日本産業衛生学会の参加費の支出について
8,000

人事室 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年2月分）
20,758

人事室 人事課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年2月分）
360

人事室 人事課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　セクシュアルハラスメント専門相談員にかかる報酬の支出について（平成27年2月分）
36,000

人事室 人事課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（2月分）
8,250

人事室 人事課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
15,120

人事室 人事課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談室の月額管理費及び修繕積立金の支払いについて（3月分）
233,673

人事室 人事課 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（２月分）
927

人事室 人事課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
9,128

人事室 人事課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成27年2月分）
1,981,710

人事室 人事課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　外部監察チーム特別参与にかかる報酬等の支出について（平成27年2月分）
960

人事室 人事課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　「労働安全衛生法令違反相談事例集（追録）」の購入に係る経費の支出について
14,688

人事室 人事課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（平成27年２月分）
55,706

人事室 人事課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会に向けた事前調整にかかる管外出張経費の支出について
17,040

人事室 人事課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　参考図書の購入に係る経費の支出について
4,968

人事室 人事課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　参考図書の購入に係る経費の支出について
1,296

人事室 人事課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 職員疾病対策事業用　参考図書の購入に係る経費の支出について
14,040

人事室 人事課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内出張旅費の支出について（２月分）
7,494

人事室 人事課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成27年3月請求分）
2,702

人事室 人事課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）にかかる経費の支出について（１月実施分）
4,770,792

人事室 給与課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　リサイクルトナーの購入にかかる経費の支出について
42,120

人事室 給与課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議（第１回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
166,355

人事室 給与課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議（第１回）に係る報酬及び費用弁償の支出について
3,600

人事室 給与課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍購入にかかる契約及び同経費の支出について（公務員の失業者退職手当制度の手引き）
2,700

人事室 給与課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成27年２月分）
420

人事室 給与課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍購入契約にかかる経費の支出について（人事院月報・自治実務セミナー）
15,300

人事室 給与課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍購入契約にかかる経費の支出について（平成26年４月分～平成27年３月分　労政時報）
82,080

人事室 給与課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　加除式書籍購入概算契約にかかる経費の支出について（株式会社ぎょうせい　公務員給与事務提要　ほか２件）第４四半期分
18,516

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
35,464

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
559,626
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人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成E２７年１月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
1,717

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,205,737

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
5,014,600

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
29,554

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
2,762,406

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
100,482

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
135,946

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
323,198

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
716,261

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,066,553

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
263,026

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
3,641,728

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
203,920

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
1,229,427

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
699,592

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
162,545

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
70,928

人事室 管理課 平成27年03月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
32,509

人事室 管理課 平成27年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
873,474

人事室 管理課 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 管理課 平成27年03月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年１月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 管理課 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 総務事務関連システムの 適化に向けた検討調査業務委託にかかる第１回評価会議報償金および交通費の支出について
66,340

人事室 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（３月６日支払分）
1,010,000

人事室 管理課 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター害虫駆除業務委託契約にかかる経費の支出について
68,040

人事室 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
22,080

人事室 管理課 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年３月払　扶助料の未済給付について
299,826

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（２月分）
32,007

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システム端末機器等借入（継続）にかかる経費の支出について（２月分）
956,016

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（２月分）
871,452

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施及び同経費の支出について（２月分）
142,646

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
114,576

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ21年度総務局（総務事務管理担当）庁内情報利用パソコン等機器一式継続借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,348

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器借入（継続）の支出について（２月分）
113,184

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（２月分）
215,956

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
40,262

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（２月分）
23,544

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入（継続）にかかる経費の支出について（２月分）
1,766,880

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ借入（継続）経費の支出について（２月分）
356

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
23,652

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 備品購入費　庁用器具費 総務事務管理業務用　標準クロスパネル購入経費の支出について
34,938

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　退職手当の支出について（旭区分）
27,737

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　退職手当の支出について（１０１）
51,779,887

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
308,349

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　退職手当の支出について（２１０）
2,760,156

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　退職手当の支出について（１５０）
278,279

人事室 管理課 平成27年03月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,902,198
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
14,056,456

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
441,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
2,475,150

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
786,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,362,676

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
46,620

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
316,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
4,064,145

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
38

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,924

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成27年３月　給与の支給について
3,608,602

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
27,936

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
44,453,687

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
14,805,226

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
40,502,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
53,334,932

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
19,339,459

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
20,014,913

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
15,400,972

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
50,591,253

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,470,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
478,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,329,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,536,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
341,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
492,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
575,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,165,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,655,311

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
2,742,690

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
7,775,708

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,224,570

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,790,571

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
3,442,242

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
2,690,948

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
4,320

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
3,506,031

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
6,166,205

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,382,225

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
845,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,437,806

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,291,050

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,163,750

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,433,747

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
3,046,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,413,489

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,717,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,332,640
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
730,297

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,232,608

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,254,718

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
259,656

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
3,328

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,843,365

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
359,470

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
960,769

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
283,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
16,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
424,450

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
529,823

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
40,020

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
50,150

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
246,868

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
300,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
745,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
616,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
269,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
585,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
882,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
174,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
291,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
99,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
5,566,151

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,326,944

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
4,686,933

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
12,559,093

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,151,763

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
14,630,182

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
15,442

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
6,053,395

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
4,562,308

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
40

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
76

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
345

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
884

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
78

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
76

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
123,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
691,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,654,325

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,493

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,320

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
754,981

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,708

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,415
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
587,681

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,711

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,315

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,840

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,378,371

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,418,835

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
991,952

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,027

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,354

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,047

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,636

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,377

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,127

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,909

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,455

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,609

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
85,953,636

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
268,868

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,017,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
15,162,893

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
45,903

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
17,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
5,418,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
2,963

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,766,881

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
741,904

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
804,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
130,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
24,100,695

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
153,756

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
356,711

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,169,034

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,360

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,705,799

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
261,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,249

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
60,771,272

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
53,064,002

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
81,559,131

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
82,966,458

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
1,960,149

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
71,357,950

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
55,920,280

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
55,182,644

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
68,143,202
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
60,478,184

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
85,708,916

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
47,551,814

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
76,820,275

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
111,609,891

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
54,890,882

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
55,981,565

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
55,675,006

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
44,669,426

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
52,135,967

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
92,676,697

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
46,411,832

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
57,949,032

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
51,915,687

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
48,155,005

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
152,478,379

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,541,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,287,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,333,242

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,537,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,503,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,105,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,130,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,357,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,069,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,297,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,453,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,248,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
3,465,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,342,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,995,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,454,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,468,659

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,456,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,208,815

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,397,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,225,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,986,026

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,191,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,823,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,303,746

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,799,176

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
10,252,156

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
12,874,449

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
317,353

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,137,592

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
15,476,066

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,182,061
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,841,905

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
13,760,220

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,819,546

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
14,346,938

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,352,639

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
7,948,682

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
7,679,985

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
25,309,250

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
10,228,463

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
11,531,515

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,337,015

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,436,988

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
11,953,699

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
13,873,664

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
18,534,704

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,033,954

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,510,621

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
64,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,732,002

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,914,672

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
47,129

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,912,171

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,019,526

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,830,471

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,312,592

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,923,571

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,756,371

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,002,551

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,799,892

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,807,842

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,332,071

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,427,071

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,853,880

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,908,371

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,760,171

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,750,671

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,737,371

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,799,892

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,949,215

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,678,471

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,148,491

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,799,892

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,613,692

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,088,707

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,692,191

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,353,456

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,258,772

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
53,791
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,938,459

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,314,318

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,898,814

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,009,715

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,214

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,590

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,341,237

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,769,746

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
296

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
890

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,230

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,904

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,810

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
246

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
168

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
609

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,331

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,169,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,948,712

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,683,505

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
656

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,070

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
25,754

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
375

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,033,681

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
588

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
176

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
988

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,306

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,035,629

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,812

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,301,382

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,602,643

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,220,674

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,297,754

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,438,853

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,016,019

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,885,919

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,964,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,029,253

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
777,930

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
342,769

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
449,437

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
504,450

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
519,759

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
453,400
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
272,632

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
305,159

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
291,927

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
478,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
419,741

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
469,097

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
411,271

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,279,045

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,192,623

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
335,750

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,302,688

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
513,556

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,269,505

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
722,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,011,752

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
502,634

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,136,492

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
284,796

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,690

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,840

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
690

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,780

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,115,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,592,426

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,018,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,269,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
639,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
744,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
681,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,105,200
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,354,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
766,936

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
830,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,302,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,001,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
764,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
2,568,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,686,963

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
828,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
872,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
760,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
408,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
831,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
565,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
507,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,046,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
70,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
16,155,963

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
14,541,337

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
22,243,131

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
12,666,512

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,529,025

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,640,415

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
22,434,298

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
19,483,676

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,295,991

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
13,295,287

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
14,182,760

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
13,277,117

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
16,827,972

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,166,854

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
20,702,470

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
14,725,552
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
29,469,328

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
1,123,889

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
16,970,664

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
25,060,823

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
13,210,182

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,049,380

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
18,874,665

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
23,498,514

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
41,012,151

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
171

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
191

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
302

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
284

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
310

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
74

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
223

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
116

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
175

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
403

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
491

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
370

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,019

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
708

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
597

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
198

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
911

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
246

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
364

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
474

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
621

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（東住吉区役所）
11,430

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,805,010

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,473,994

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
630,311

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,681,535

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
900,238

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,672

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,470

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,344,434

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,343,328

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,903,611

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,310,339

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,226

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,364
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,614

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,077,374

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
960,084

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,112

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,520

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
955,844

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,700,521

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,708,106

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,966,219

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,718,315

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,727

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
931,632

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,825,971

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350,107

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,460,296

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
763,963

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
907,967

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,521,377

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
414,705

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,186

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,533,138

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,504,069

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,893

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,075

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
955,252

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,682,746

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,692

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
920,557

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,251

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
416,177

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,250,985

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
955,447

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,077

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,530

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
595,773

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
375,740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
263,343

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,218

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,711

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,579

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
232,298

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
229,484

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,962

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,233

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,283

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,134

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,613
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,538

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
165,660

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,994

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,198

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,395

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
233,027

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,187

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
192,223

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,543

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,072

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,753

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,390

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,452

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,089

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,989

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,986

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,824

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,140

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,217

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,181

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,244

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,908

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,698

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,653

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,131

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
97,512

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,179

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
122,053

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,778

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,172

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
41,236

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,246

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,015

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,416

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,198

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,362

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,218

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,211

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,109

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
138,614

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,290

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,525

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,127

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,014

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,030

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,180
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,460

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
650

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
780

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
46,296,753

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
63,564

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,147,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,017,240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
9,810

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,217,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,890,142

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
467,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
812,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
13,329,588

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
24,085

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,156,599

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,551

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,234,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
392,267,282

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
246,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
274,182

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
740,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
246,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
493,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
10,087,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
42,963

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
194,775

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
38,955

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
38,955

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
116,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
77,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
65,295,709

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
6,788,610

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
26,184,006

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
1,825

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
316

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
24,187

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
9,254

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
14,012

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
46,991

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
12,399

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
13,815

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
24,234

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
43,553

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
21,804

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
18,702

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
14,623

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,631,258

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
11,818

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
28,114

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
27,186

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,703

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
32,926

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
22,841

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
31,410
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
5,715,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
48,751

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
77,179

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
77,418

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
105,163,821

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
125,918

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
116,929

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
77,418

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
74,796

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
72,174

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
25,806

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
25,806

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,373

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
48,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
74,557

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
48,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
48,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
52,004

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
77,179

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,367,581

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,380,821

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
350,787

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
214,922

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
316,159

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,544,408

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,962,647

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,821,339

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,412,936

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,095,417

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,642,915

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,908

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
544,702

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,925

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
931,664

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
138,701

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,542

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,558

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,996

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,741

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,105

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
222,130
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
86,666,611

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
127,975

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,555,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
15,221,305

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
24,658

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
4,720,341

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
19,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,295,569

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
208

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
592,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,624,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
175,775

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
25,304,567

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
114

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,557

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
337,178

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,976

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
475,182

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,724

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
626,178

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,581

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,329

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,195,638

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,020

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
419,913

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成27年３月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
292,746

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
29,115,335

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
687,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
5,233,157

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,119,248

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,919,203

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
151,740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
292,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
8,903,184

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
152

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,427

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,593

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
133,747

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
791,151

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,279,940

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,156,380

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,346,774

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,802,711

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,000,477

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,514,410

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,587,638
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,826,193

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,718,488

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,060,887

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
177,394,684

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
378,489

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
900,014

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,223,048

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,386,239

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,023,759

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
879,012

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,215,917

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,351,717

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,269,712

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,499,533

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
50,964,012

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,015,420

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,514,727

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,922,244

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,944,901

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
86,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
58,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,015,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
4,721,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
100,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
352,995

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
284,775

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
180,930

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
333,255

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
237,697
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
286,215

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
352,215

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
137,907

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
478,095

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
286,695

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
195,885

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
350,820

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
402,405

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
127,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
267,480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
393,350

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
388,816

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
66,732

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
211,858

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
240,557

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
336,765

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
459,780

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
312,501

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
30,610,240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
369,210

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
143,045

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,332,746

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
93,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
34,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
51,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,840,150

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
7,673,318

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,793
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,458

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,659

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,672

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,968

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
599

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,656

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,990

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,008

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,141

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
873,570

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
22,840,378

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,141

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,478

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,655

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,253

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,326

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,957

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,560

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
453

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,724

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,912

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
5,339

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
994

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,953,816

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
305,850

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
177,960

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
10,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
43,550

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
2,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
2,284,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
663,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,286,850

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
2,815,845

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
61,000
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
509,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
389,749

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
630,522

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
249,193

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
281,837

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
361,992

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
496,286

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
661,232

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
299,327

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
560,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
216,932

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
439,117

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
317,431

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
556,301

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
13,722,948

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
51,095,931

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
481,482

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
597,846

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
480,847

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
541,298

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
227,259

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
754,655

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
506,591

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
619,692

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
230,455

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
588,668

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
668,596

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
797,895

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
220

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
228

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
747,811

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,712

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
829,814

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
156,957

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,032

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,360

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,256,377

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
234,182
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,825

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,177

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,461,188

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,442

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,135

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,451,304

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,411

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,586

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,108

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,110

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,938

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,194

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,472

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,198

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
660

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,249

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,245,461

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
460,452

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
840

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,084

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,035,248

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,700,152

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,124

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,456,698

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,110

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,040

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,196

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,432,503

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
774,207

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,579

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,460

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
810,217

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,274,789

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,967

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
404,022

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
261,154,826

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
11,607

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
6,841,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
45,150,779

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
65,586

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,798

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
285,760

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
17,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
12,565,650
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
16,250

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
11,115,494

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
3,447,936

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
6,604,767

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
2,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
88,340

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
4,197,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
189,731

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
93,647

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
74,318,092

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
64,075

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,959,312

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,023

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,692

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
288,083

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,597

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,259

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,697

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,718,462

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
84,051

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
880

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,455

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,696

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,283,037

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,623,382

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
495,766

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,873

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,680

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
765,996

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,405

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,059,855

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
42,370

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
606,883

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
238,813,214

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
226,579,651

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
187,453,227

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
3,827,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
4,225,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
3,846,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
95,283

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
38,193,960

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
31,704,999

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
36,283,110

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
692,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成27年３月　給与の支給について
6,700
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
6,570,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
220,945

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
38,009,658

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
14,812,671

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,399,068

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
20,826

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,768,691

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,300,565

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,662,032

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
418,610

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
3,208,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
3,100,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
3,059,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
38,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
511,584

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
52,371,655

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
57,909,782

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
60,879,907

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
280

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
524,356

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
407,033

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,835

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,628

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,947,382

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,668

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,329,738

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
560,124

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,490

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,378

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,980

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,020

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,910

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,680

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
366,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,285,164

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,544,608

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,816,755

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
173,863

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,846

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
174,113

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
123,730

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
121,440

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,760

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,694,157

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,336

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,132

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
315,410

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,970
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,818,368

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,235

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
528,831

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,247,261

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,252,193

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,544

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,791,851

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,224,890

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
540

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,354,161

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
889,524

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
638,178

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,189

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
749,736

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,118,349,423

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
47,156,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
117,094

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
184,751,849

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
9,527,836

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
31,795,607

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
5,551

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-10
7,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
11,765,952

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
29,010,490

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
13,009,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
429,343

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
291,799,916

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,364,314

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,912

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,310

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,088

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,163

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,814,525

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
294,240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
64,980

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
130,835,161

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
3,375,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
23,338,628

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
10,260

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
9,308,860

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
291

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,232,406

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,186,218

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,811,600
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
235,451

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
83,581

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
39,002,011

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
108

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,349,573

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,668

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,541

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,928

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,293

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,380

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,245

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,442

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
637,872

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,780

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,884

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,280

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,924

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
198,598,871

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
270,236,773

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
150,612,450

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
738,437

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
7,920,740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
11,416,031

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
5,228,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
33,340,046

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
127,538

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
25,801,404

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
45,152,444

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
4,790,850

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
47,069

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
2,787,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
3,111,071

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,947,783

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,255,599

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,251,021

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
5,493

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,815,452

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,477,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
3,028,838

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
96,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
12,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
274,740

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
2,655,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
3,091,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
2,502,000
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
52,789,622

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
70,319,276

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
39,577,559

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
344,206

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
430,840

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
298

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
216

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,011

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
813,146

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
745,631

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,935

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,180

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,950

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,239

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,520

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,053

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
436,601

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,680

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
122,798,579

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
251,555

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
4,535,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
39,073

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
21,229,047

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
4,820,708

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,165,756

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
14,615

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,722,782

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,486,421

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
34,690,188

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
172,684

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
420,468

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
132

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
91,669,885

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
2,484,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
15,772,658

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
3,709,857

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,792,083

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
494,270

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,427,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
26,065,003

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
331

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,984

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,474,143
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
354,413

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
387,637

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,670

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,016

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,335,070,386

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
393,907

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
52,627,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
63,210

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
224,567,587

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
14,223,470

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
42,421

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
168,557,121

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
35,806,075

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
19,500,140

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
22,837,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
596,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
360,797,593

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
167,191

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
22,006,364

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
6,479

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成27年３月　給与の支給について
836,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,722

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,547,997

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,381

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,720,287

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,620

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
537,865

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
167,860

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
142,758

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
253,238,242

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
6,294,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
22,306

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
41,084,491

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
14,932,195

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
26,544,571

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
10,376

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,046,599

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成27年３月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
3,051,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
55,644,948

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
63,379

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
231

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
808,325

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,689,364

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,825,044

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
902,523
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
425,520

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
795,530

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,229,883

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,786,874

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,216

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
245,873

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,530

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,951

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,930

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,075,243

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,272

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
336,862

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,817

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
118,458

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
743,106

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,758,967

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,024

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,291,684

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,914

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
885,046

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,628

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
921,105

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
105,590

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,727

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,855

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,241,218

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,336

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
406,485

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,440

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
644,480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,006,131

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,580

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
22,614

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,299,227

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
416,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
3,392

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
74,664

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
29,179

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
725,438

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,054,622

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,801

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,240
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,160

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
31,293

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
111,338

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,268,047

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
34,821

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

子育て世帯臨時特例給
付金支給事業費

賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,034

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,043,725

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
165,310

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,522

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,175

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,247

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,360

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
32,965,136

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
19,241,768

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,453,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
576,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
5,603,214

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
3,298,062

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
749,550

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
687,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
588,444

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,865,274

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
95,685

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
133,252

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
360,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
226,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
5,259,818

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
10,441,344

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
10,563,999

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
232,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,864,378

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
621,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,373,060

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
11,020

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
140,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
3,333,334

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,186,694

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
56,887,648

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,815,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
9,662,355

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,623,550

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,634,303

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
300,622

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
891,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
15,762,214
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,780

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,978,025

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
341,539

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
225,781

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
545,968

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,174

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,478

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,162

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,010

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,557

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,238,623

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
54,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
361,702

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
326,331

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
582,177

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,501

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,640

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,240

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,340

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,820

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
221,199

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
34,815

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
252,437

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
238,342

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
704,615

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
111,255

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
42,196

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
181,368

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,612

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,319,208

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,549

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,314

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,980

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,250

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
151,940
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,340

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
980

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,979,536

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
320,131

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
72,825

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
67,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
770

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
529,322

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,919

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
346,085

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
54,645

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
145,730

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
90,213

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,089

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
726,860

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
76,749,112

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
70,944

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
3,299,244

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
10,992

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
12,585,899

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,668,505

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
1,508,823

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
28,340

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
1,052,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
20,229,265

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
34,454

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 災害補償費　災害補償費 平成２７年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
7,098

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
372,716

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,461

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
5,126,424

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
262,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
847,833

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
209,454

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
52,670

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
41,020

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
59,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,325,522

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
31,920

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
52,418,639

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,624,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
8,914,249

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
5,040

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,470,600
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
1,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,782,637

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
872,881

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
709,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
14,847,483

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
10,361

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
505

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,004

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
11,262,133

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
312,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,966,026

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
574,750

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
769,944

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
178,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
3,293,736

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,164,206

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
184,470

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
63,334

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
310,845

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,157

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
19,857,411

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
3,451,251

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
1,046,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,129,885

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
200,090

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
317,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
5,738,632

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,079

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,680

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,276

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
176,930

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,636,585

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,035,616

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,898

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,779

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
700

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
66

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,056

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,854

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
95,071

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
19,416

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
18,259

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,892

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,480

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
51,531

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,193,215
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人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
58,669

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,072

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
25,670

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,697

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
6,320

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,072

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,213

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 旅費　普通旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年03月17日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 衆議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
100

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,425

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
362,998

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,488

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,862

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,491

人事室 管理課 平成27年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
394

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
5,518,076

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
237,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
954,585

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
190,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
904,082

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
361,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
191,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
21,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,627,923

人事室 管理課 平成27年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
781,164

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,253,060

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
7,596,282

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
7,355,978

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
69,432

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
17,529,507

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,836,945

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,281,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
3,597,722

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
3,984,298

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
5,265,694

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,221,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,818,393

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,266,686

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
8,241,915

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
9,865,790

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,309,334

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
7,103,217

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
7,061,929

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,268,223

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,790,795

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,893,432

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,894,056

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,125,820
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人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
5,900,017

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
8,522,389

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
6,764,550

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
96,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
192,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
340,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
131,310

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
140,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
99,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
106,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
44,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
166,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
113,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
120,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
129,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
188,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
94,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
121,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
155,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
147,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
692,111

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
787,172

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
713,107

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
2,918,542

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,226,960

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,585,560

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
676,794

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
651,943

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
839,713

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
809,749

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
776,230

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
682,689

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
603,555

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
674,950

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
10,758

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
690,547

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,134,404

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
718,404

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,328,067

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
806,679
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人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,173,572

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
770,798

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
954,361

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,369,331

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,189,139

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
1,106,459

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
364,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
93,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
93,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,038

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
3,495

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
26,166

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,446,347

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
18,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,075

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,023

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,382

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,466

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,090

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,832

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
10,447

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
12,328

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,315

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
10,771

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
26,061

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,939

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
16,230

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,785

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
16,887

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
24,069

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,428

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
30,193

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
19,757

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,591

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
18,705

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
8,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
23,070

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
204,250

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
40,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
6,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
106,150

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
91,247

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
15,530
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人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
121,433

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
103,292

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
8,230

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
150,825

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
19,732

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
5,290

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
15,863

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
134,735

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
223,489

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
27,620

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
25,906

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
41,265

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
59,372

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
66,190

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
380,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
108,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
254,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
114,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
34,948

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
972,761

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,236,241

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
4,619,198

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,118,163

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,115,761

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,328,581

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,903,823
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人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,225,184

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,091,589

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
984,959

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,082,971

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,072,073

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,134,495

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,920,965

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,128,869

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
2,060,795

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,284,714

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,789,505

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,862,418

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,217,099

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,538,460

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
2,176,390

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,805,987

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
2,360,988

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,210,536

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
44

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
84

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
22

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,560

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,233,610

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,684,924

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,455,549

人事室 管理課 平成27年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,572

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
34,582,323

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
1,438,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
5,755,997

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
373,350

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
782,532

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
810,474

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,173,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
889,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
9,213,685

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
29,004

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
18,340

人事室 管理課 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
84,680

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
490,203

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,128,149

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
805,071

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
802,949

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,167,890

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
905,555

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,598,747

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
831,085

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,021,803

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,111,139
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人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
988,162

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
632,474

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,333,676

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,360,720

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
775,136

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,493,423

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,074,125

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
845,164

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
511,295

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
785,769

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
896,155

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,055,124

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,044,050

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,925,978

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
847,504

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
162,105

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
187,735

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
129,850

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
139,650

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
183,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
233,641

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
261,272

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
132,637

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
158,104

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
142,832

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
126,825

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
143,025

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
133,977

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
79,227
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人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
175,230

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
127,416

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
135,060

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
180,450

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
170,610

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
311,497

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
216,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
80,370

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
102,225

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
210,138

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
190,740

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,465

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,228

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,984

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,059

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,288

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,270

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
206

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,565

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,537

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,357

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,353

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,329

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,085

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,718

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
1,945

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,565

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,262

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,759

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
567,713

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
428

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
12,832

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
9,986

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,203

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,129

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
56,650

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
7,130

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
10,450

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
31,160

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
46,700

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
227,331

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
323,077

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
134,322

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
430,475

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
273,708

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
387,719

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
281,322

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
305,481

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
204,876

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
137,591

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
221,968

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
245,154

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
250,628

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
265,033

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
270,843

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
316,714

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
344,014

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
160,590

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
297,864

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
354,426

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
217,284

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
278,288

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
243,704

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
516,735

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
222,396

人事室 管理課 平成27年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
536,085

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,534

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
907,402

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
145,725

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
299,209

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
159,520

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
235,370

人事室 管理課 平成27年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,360

人事室 管理課 平成27年03月17日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,908

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,500,074

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
172,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
806,646

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
283,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
291,764

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,400
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人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,343,742

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
854,126

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
139,215

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
137,736

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
222,155

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,735,962

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,396,198

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,134,976

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
3,817,618

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,260,314

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,937,236

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
5,106,644

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
3,637,638

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,619,845

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,738,623

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,654,887

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
3,238,041

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,270,148

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,253,295

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,598,852

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,312,943

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
28,729,335

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,486,375

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,994,952

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,354,415

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,365,722

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
4,436,112

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,194,250

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
2,627,528

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月　給与の支給について
1,814,813

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
102,402

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
101,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
25,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
51,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
112,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
66,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
107,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
19,300
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人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
57,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
53,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
801,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
65,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
131,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成27年３月　給与の支給について
46,800

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
18,180

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
325,921

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
354,388

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
299,539

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
429,615

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
4,758,561

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
367,815

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
757,099

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
485,460

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
599,851

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
663,159

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
828,337

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
698,364

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
374,876

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
622,834

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
439,861

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
422,608

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
269,338

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
237,657

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
380,712

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
366,210

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
373,605

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
264,285

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
529,923

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
710,717

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成27年３月　給与の支給について
384,322

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月　給与の支給について
431,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
8,550

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,686

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,692

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,579

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,427

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,841

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,084

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,493

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
10,102

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
4,133
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人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,985

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,289

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,372,780

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,570

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,237

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
8,335

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
12,682

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
6,552

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
3,903

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,357

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
13,798

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
20,421

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
5,618

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
2,195

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,101

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
7,610

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
10,492

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
417,080

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
11,404

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
80,640

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
187,870

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
28,490

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
96,610

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
65,300

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
61,650

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
12,866

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
128,530

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
112,570

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成27年３月　給与の支給について
226,120

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
433,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
103,200

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成27年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,356,741

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
960,462

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,107,006

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,154,343

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
623,156

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
589,258

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
861,960

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
659,925

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,103,439

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
725,364

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
803,750

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
634,920

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
338,514

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,223,345

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
607,504

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
617,604

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
430,868

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
584,025

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-11
70,184

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
542,928

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
699,553

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
498,351

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
640,773

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
1,014,005

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
7,693,957

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月　給与の支給について
440,830

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
42

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
42

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成27年３月　給与の支給について
18

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
369,021

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
609,922

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,890

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,921

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,929

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,346

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,940

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,252

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,172

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
670

人事室 管理課 平成27年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年３月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,089

人事室 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用リサイクルトナーカートリッジ（ＬＰ－３０００対応）ほか１点購入経費の支出について
63,720

人事室 管理課 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（２月分）
21,600

人事室 管理課 平成27年03月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託（継続）の実施及び同経費の支出について（２月分）
827,820
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人事室 管理課 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（１２月分）
74,749

人事室 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
132,595

人事室 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター電話機等移設及びデータ設定業務委託にかかる経費の支出について
237,060

人事室 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムソフトウェア借入（継続）経費にかかる支出について（２月分）
51,840

人事室 管理課 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンターとの共用部分清掃にかかる経費の支出について（１０月から１２月分）
64,916

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　離職票専用用紙の購入にかかる経費の支出について
56,700

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用製本テープほか５点購入経費の支出について
18,495

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用製本テープほか５点購入経費の支出について
41,580

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（２月分）
99,631

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　水道料金の支出について（１０～１２月分）
152,827

人事室 管理課 平成27年03月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　退職手当の支出について（過年度分）
4,013,400

人事室 管理課 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（２月分）
651,075

人事室 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
17,852

人事室 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務管理業務用総務事務センター内エアコンファンモータ及び室外機修繕経費の支出について
594,000

人事室 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（２月分）
94,745

人事室 管理課 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（２月分）
143,045

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,951,403

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
74,733,820

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
22,545,088

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
463,518,231

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
13,079,326

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
111,847,032

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
25,470,932

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
119,748

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
8,539,894

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
78,089,164

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
76,427,746

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
188,922,150

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
324,869,583

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
39,282,005

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
173,395,619

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
36,029,658

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
26,634,190

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
384,022,267

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
70,102,210

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
6,764,528

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
15,082,418

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,162,259

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
16,608,238

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
579,781

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
637,902

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
95,354

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
143,504

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
578,694

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
96,892

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
22,598,944

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,469,909

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
15,284,527
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人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,310,850

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
337,725

人事室 管理課 平成27年03月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,792,468

人事室 管理課 平成27年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,644,096

人事室 管理課 平成27年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
42,950,318

人事室 管理課 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,020,029

人事室 管理課 平成27年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
7,522,060

人事室 管理課 平成27年03月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
254,720

人事室 管理課 平成27年03月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,329,391

人事室 管理課 平成27年03月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
245,027

人事室 管理課 平成27年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年３月払　共済費事業主負担金の支出について
28,240,580

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
35,464

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
559,626

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成E２７年２月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
1,699

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 職員情報システム用　応用連票Ａ４横（天２穴）ほか１点の購入について
70,740

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 平成26年度　職員情報システム改修等業務委託（中期分）にかかる経費の支出について
27,987,606

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
50,075,152

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,205,737

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
4,950,408

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
29,554

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
2,758,622

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
100,482

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年３月払　解雇予告手当の支出について（こども青少年局分）
513,491

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
135,946

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
323,198

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
716,261

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,051,703

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
263,026

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
3,575,739

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
203,920

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
1,229,427

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
699,592

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　扶養手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-12
126,000

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-12
18,900

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-13
23,854

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-13
10,191

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　超過勤務手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-15
4,524

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　通勤手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-14
26,400

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　通勤手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-14
1,210

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　期末勤勉手当 平成27年３月給与の支給について（別途追給）26-12
31,055

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
162,545

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
70,928

人事室 管理課 平成27年03月31日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
32,509

人事室 管理課 平成27年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
869,518

人事室 管理課 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 管理課 平成27年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年２月分厚生年金健康保険料の納付について
97,527

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（１月分）
13,796

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(１月分)
542,432
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人事室 職員人材開発センター 平成27年03月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成26年度再任用職員研修の講師謝礼金の支出について（第1回）再任用職員研修用
447,480

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）汚水ポンプ修繕請負にかかる経費の支出について
160,673

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）汚水ポンプ修繕請負にかかる経費の支出について
65,464

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）汚水ポンプ修繕請負にかかる経費の支出について
132,337

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）汚水ポンプ修繕請負にかかる経費の支出について
127,526

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　職員人材開発センター誘導灯１４点修繕にかかる経費の支出について
238,032

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,289

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）情報処理盤ＣＲＴコントロールユニット修繕請負にかかる経費の支出について
234,583

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）情報処理盤ＣＲＴコントロールユニット修繕請負にかかる経費の支出について
95,577

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）情報処理盤ＣＲＴコントロールユニット修繕請負にかかる経費の支出について
193,213

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）情報処理盤ＣＲＴコントロールユニット修繕請負にかかる経費の支出について
186,187

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成26年度特別指導研修に係る委託料の支出について（第２回完納）
1,836,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（第１回）人権問題研修用
70,320

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（第２回）人権問題研修用
47,140

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度 採用２年目研修にかかる講師謝礼金の支出について（階層別研修用）
492,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア研修にかかる委託料の支出について（キャリアデザイン研修用）
334,800

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア研修にかかる委託料の支出について（キャリアデザイン研修用）
2,619,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年２月分）にかかる委託料の支出について
689,480

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア研修にかかる委託料の支出について（キャリアデザイン研修用）
1,620,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年２月分）にかかる委託料の支出について
267,518

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年２月分）にかかる委託料の支出について
574,054

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料（２月分）の支出について
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年２月分）にかかる委託料の支出について
578,548

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年２月分）
38,464

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年２月分）
3,769

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２６年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２７年２月分）
30,612

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（第４回）人権問題研修用
19,360

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（第３回）人権問題研修用
47,800

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（2月分）キャリアデザイン研修用
123,709

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 提案・改善にかかる市長表彰用　副賞（ペンケース）の購入にかかる経費の支出について
63,180

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）誘導灯修繕請負にかかる経費の支出について
4,286

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　職員人材開発センター電話障害切り分け業務委託にかかる経費の支出について
32,400

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）誘導灯修繕請負にかかる経費の支出について
1,745

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）誘導灯修繕請負にかかる経費の支出について
3,529

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）誘導灯修繕請負にかかる経費の支出について
3,400

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成26年度再任用職員研修の講師謝礼金の支出について（第2回・完納）再任用職員研修用
275,840

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成26年度人権問題研修（管理者層）に係る講師謝礼金の支出について（完了）人権問題研修用
24,180

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
68,797

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(２月分)
534,902

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（２月分）
14,077

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
6,372

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線使用料の支出について（１２月分）
4,463

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用平成26年度研修受講者評価シートに係るデータ集計業務委託料の支出について（第２回）
38,281

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成26年度自己申告書（職員人材開発センター用）のデータ集計業務委託にかかる経費の支出について（一般事務用）
184,364

人事室 職員人材開発センター 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
156,492
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経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（１月分）
174,932

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（１月分）の支出について
90,663

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（１月分）
81,224

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（１月分）
3,135

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（１月分）
51,899

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（２月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援担当所管用地にかかる樹木伐採作業の確認にかかる経費の支出について
4,540

経済戦略局 総務課 平成27年03月02日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（1月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（１２月分）
16,496

経済戦略局 総務課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（１１月分）
19,782

経済戦略局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 平成26年度経済戦略局職員講義型人権問題研修会の開催にかかる報償金の支出について（平成27年1月13日、平成27年1月14日）
44,800

経済戦略局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　地方自治関係実例判例集外１点の購入にかかる経費の支出について
10,183

経済戦略局 総務課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　手数料 総務課所管用地境界確定協議用印鑑登録証明手数料にかかる経費の支出について
500

経済戦略局 総務課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、２月分）の支出について
10,164

経済戦略局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 平成26年度経済戦略局職員講義型人権問題研修会の開催にかかる報償金の支出について（平成26年12月18日,平成27年1月9日分）
44,200

経済戦略局 総務課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　建設物価（平成26年10月～平成27年3月分）の購入経費にかかる支出について
19,140

経済戦略局 総務課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 平成26年度経済戦略局職員講義型人権問題研修会の開催にかかる報償金の支出について（平成26年12月11日、平成26年12月12日）
45,720

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
98,580

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
231,096

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
491,496

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
6,121

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（２月分）
540

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２６年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（３月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成27年03月25日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 平成26年度第２回高等教育改革フォーラムへの出席にかかる経費の支出について
28,900

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 庁内電話機増設に伴う電話交換機修繕にかかる支出について
16,200

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
166,117

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（2月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（2月分）
246,986

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
19,641

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（2月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
21,760

経済戦略局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 地方独立行政法人制度の改正検討に関するヒアリングに係る支出について
29,240

経済戦略局 総務課 平成27年03月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
8,548

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,700

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
108

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（２月分）
204,229

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
3,790

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
4,020

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,512

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
513

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　建物修繕料 庁内ＦＡＸ機にかかる配線及び電話交換機修繕にかかる支出について
16,200
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経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
2,512

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
46,346

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（１月分）
6,532

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（２月分）の支出について
97,952

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（２月分）
3,773

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
77,534

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
992

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
246

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
15,498

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
6,857

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
287

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（３月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
7,938

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
140

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
20,196

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,332

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
59,904

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,400

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用セロハンテープほか２４点購入経費の支出について
57,942

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,483

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,836

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
3,694

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
205

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
522

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
1,772

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,750

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 株式会社大阪城ホールにかかる関与見直し検討作業チーム会議出席学識経験者に対する報償金の支出について（２月分）
48,450

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
484

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,992

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
432

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
324

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,680

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
3,446

経済戦略局 総務課 平成27年03月31日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成２６年度大阪市立大学貸付金の支出について
1,110,000,000

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる１月分の支出について
50,209

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 保守用大阪市中央公会堂空気調和設備整備業務委託にかかる委託料の支出について
673,272

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる２月分の支出について
16,729

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる２月分の支出について
15,028

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる２月分の支出について
64,153

経済戦略局 施設整備課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 施設整備用の「基本建築基準法関係法令集平成２７年版」外３点買入にかかる支出について
27,324

経済戦略局 企画課 平成27年03月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 「平成27年度産業振興・中小企業支援施策の企画推進サポート業務委託」プロポーザル方式における有識者会議に係る経費の支出について（平成27年2月13日開催）
39,450

経済戦略局 企画課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１２月分・１月分）
41,153

経済戦略局 企画課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（２月分）
39,651

経済戦略局 企画課 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託長期継続にかかる支出について（平成27年2月分）
243,000
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経済戦略局 観光課 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１１月分）
120,458

経済戦略局 観光課 平成27年03月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 平成26年度第１回豊臣石垣保存公開検討会議にかかる交通費の支出について
2,160

経済戦略局 観光課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１２月分）
152,074

経済戦略局 観光課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（１月分）
127,512

経済戦略局 観光課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　「第13回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム」への出張及び同経費の支出について
38,040

経済戦略局 観光課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用「九州新幹線で関西に行こう！観光キャンペーン」への出張及び同経費の支出について
59,260

経済戦略局 観光課 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業　観光魅力部会（第4回）の開催に伴う報償金の支出について（平成27年2月17日実施分）
16,485

経済戦略局 観光課 平成27年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 需用費　消耗品費 観光事業用　寄附者への受領書送付にかかる窓あき封筒買入にかかる支出について
12,960

経済戦略局 観光課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便料金（2月分）の支出について
90,949

経済戦略局 観光課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　和歌山県九度山町での真田関連イベントへの出張および同経費の支出について
1,580

経済戦略局 観光課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　和歌山県九度山町での真田関連イベントへの出張および同経費の支出について
1,580

経済戦略局 観光課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（２月分）
123,856

経済戦略局 観光課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,592

経済戦略局 観光課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

経済戦略局 文化課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ｳﾞｨｵﾗ・ﾀﾞ・ｶﾞﾝﾊﾞﾌｪｽﾀ実行委員会）
175,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成27年2月分）
8,769

経済戦略局 文化課 平成27年03月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（2月分）
52,812

経済戦略局 文化課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（親子のためのオーケストラ体験教室）
1,463,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４８１回定期演奏会）
1,314,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４８０回　定期演奏会）
3,080,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団子供鉅人）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（２月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
57,808

経済戦略局 文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 平成26年度咲くやこの花賞贈呈式用パンフレット印刷事業請負にかかる経費の支出について
51,840

経済戦略局 文化課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度咲くやこの花賞賞状筆耕業務委託にかかる経費の支出について
20,520

経済戦略局 文化課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ヒューマンＤＦプロジェクト）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（エイチエムピー・シアターカンパニー）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団レトルト内閣）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（JAZGRA）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１月分）の支出について
17,460

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 文化施設等に関する運営のあり方における意見交換にかかる大阪市特別参与への報酬等（１月分）の支出について
780

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市立美術館美術資料等評価にかかる報償金の支出について（平成２７年１月２９日評価分）
48,015

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１０月分）
44,379

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル実行委員会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　手数料 博物館改革用 規約設定公正証書作成に要する費用の支出について
71,250

経済戦略局 文化課 平成27年03月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（N-Trance Fish）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（株式会社ＳＯＭＥＪＩ）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 史跡難波宮跡公衆トイレ照明及び外灯の蛍光ランプ交換にかかる経費の支出について
32,054

経済戦略局 文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ミナミまち育てネットワーク）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
94,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 寄贈品運搬等業務委託-2にかかる委託料の支出について
22,680

経済戦略局 文化課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１月分）
44,164

経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（正陽会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（オイスターズ）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
148,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（関西オーケストラプロジェクト実行委員会）
200,000
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経済戦略局 文化課 平成27年03月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度芸術文化くじの持寄額に応じた分担金の支出について（一般財団法人地域創造に対する分担金）
27,871,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
41,900

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１２月分）
38,758

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（志芸の会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（「落楽」上演の会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（清流劇場）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（あかマルシェ2014実行委員会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（株式会社ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（百景社）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（観正会フィールノウ企画）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 大阪市中央公会堂浸水対策のための建物修繕にかかる経費の支出について
315,360

経済戦略局 文化課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（あみゅーず・とらいあんぐる）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（DOOR）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（スイス銀行）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（２月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（２月分）
594

経済戦略局 文化課 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（２月分）
1,026

経済戦略局 文化課 平成27年03月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成26年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（2月分）
857,112

経済戦略局 文化課 平成27年03月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム一式借入経費の支出について（2月分）
13,608

経済戦略局 文化課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度咲くやこの花賞贈呈式会場使用料にかかる経費の支出について
406,700

経済戦略局 文化課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（大阪薪能委員会）
414,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　全国美術館会議第29回学芸員研修会への管外出張経費の支出について（平成27年3月9日実施分）
29,380

経済戦略局 文化課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 大阪新美術館研究資料用海外雑誌の購入経費の支出について（３月分）
12,960

経済戦略局 文化課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託料の支出について（2月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（2月分）の支出について
80,048

経済戦略局 文化課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２６年度史跡難波宮跡産業廃棄物処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
86,400

経済戦略局 文化課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（２月分）
50,224

経済戦略局 文化課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
35,248

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,404

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,228

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（能楽道本座）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　武蔵野美術大学美術館への管外出張命令経費の支出について（3月13日実施分）
30,280

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成26年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成27年3月分）
20,612

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　印刷製本費 平成26年度大阪新美術館建設準備室所蔵作品撮影業務委託にかかる委託料の支出について
427,680

経済戦略局 文化課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 寄贈美術品運搬等業務委託－３にかかる委託料の支出について
677,052

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１月分）
29,140

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 泉布観用消火器－１ほか１点買入経費の支出について
124,200

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（マチネ・シンフォニー　Vol.12）
3,197,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（光の領地）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２６年度　公益財団法人文楽協会補助金の支出について（集客数連動型文楽振興補助）
29,000,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４８２回定期演奏会）
5,876,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　公益社団法人大阪フィルハーモニー協会事業補助金の支出について（第４８３回定期演奏会）
4,631,000

経済戦略局 文化課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（３月分）
1,965

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（１月分）
22,680

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 平成27年度「企業等誘致・集積推進事業業務委託」事業受託者のプロポーザル選定に係る有識者会議の開催に係る経費の支出について
62,070

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進用　企業情報収集にかかる出張旅費の支出について
41,760

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（２月分）
53,991

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（２月分）
3,240
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経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（２月分）
14,991

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
18,470

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
16,414

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年11月分）
4,052

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成26年12月分）
9,070

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成26年度　企業誘致にかかる職員の東京出張経費の支出について
28,900

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 第３回関西圏国家戦略特区区域会議にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」追加提案に係る国家戦略特区ワーキンググループヒアリングに係る管外出張旅費の支出について
57,680

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」提案に係る国家戦略特区ワーキンググループヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成26年度総合特区制度等を活用した成長戦略拠点の実現に関する調査等業務の委託料の支出について
1,490,400

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当所管業務にかかる管外出張経費の支出について（平成27年2月5日）
28,800

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当所管業務にかかる管外出張経費の支出について（平成27年2月5日）
29,710

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１月分）
8,103

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 事業化プロジェクト推進人材育成事業業務委託にかかる支出について
1,798,274

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度大阪トップランナー育成事業業務委託公募型プロポーザルに係る有識者会議にかかる報償金の支出について
39,210

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度ソフト産業プラザ事業業務委託公募型プロポーザルに係る有識者会議にかかる報償金の支出について
39,430

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業業務委託公募型プロポーザルに係る有識者会議にかかる報償金の支出について
39,110

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（３月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成27年2月分）の支出について
150,269

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年3月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業（大阪トップランナー育成事業）推進のための第２回有識者会議にかかる報償金の支出について
60,285

経済戦略局 事業創出担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（２月分）
8,967

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出について（平成27年1月分）
69,897

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（2月分）
35,041

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 償還金、利子及割引料　還付金 大阪イノベーションハブにおける電気使用料の返還にかかる支出について（平成25年度分）
222,035

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費について（1月分）
18,745

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（1月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１１月分）
20,232

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１２月分）
24,530

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年９月分）
32,022

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２６年１０月分）
31,908

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 （仮称）グローバルイノベーションファンドに係る法律相談業務（２月分）の支出について
272,160

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 第二回（仮称）グローバルイノベーションファンド出資検討会における委員報償金の支出について
33,160

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費について（2月分）
18,405

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（平成27年2月分）の支出について
32,526

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成27年2月分）
86,373

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　建物修繕料 キャンパスポート大阪内事務所空き室照明スイッチ回路変更修繕にかかる支出について
49,680

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（2月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（平成27年3月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 大阪イノベーションハブの今後について考えるワークショップにかかる報償金の支出について（平成27年3月2日開催分）
10,320

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　特別旅費 平成26年度グローバルイノベーション創出支援事業における海外出張にかかる費用の支出について
242,071

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託に係る経費の支出について（平成２７年２月分）
431,806

経済戦略局 国際担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　印刷製本費 外交儀礼用グリーティングカードセット印刷経費の支出について
33,372

経済戦略局 国際担当 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）の経費の支出について（１月分）
19,440

経済戦略局 国際担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 ホーチミン市共産党委員会筆頭副書記来阪による歓迎昼食会にかかる各種経費の支出について（平成27年1月21日実施分）
7,199

経済戦略局 国際担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 ホーチミン市共産党委員会筆頭副書記来阪による歓迎昼食会にかかる各種経費の支出について（平成27年1月21日実施分）
38,038

経済戦略局 国際担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 ホーチミン市共産党委員会筆頭副書記来阪による歓迎昼食会にかかる各種経費の支出について（平成27年1月21日実施分）
756

経済戦略局 国際担当 平成27年03月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ホーチミン市共産党委員会筆頭副書記来阪による歓迎昼食会にかかる各種経費の支出について（平成27年1月21日実施分）
20,517
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経済戦略局 国際担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成27年1月分）
47,930

経済戦略局 国際担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 第2回「平成27年度ビジネスパートナー都市等交流事業プロポーザル方式に係る有識者会議」における委員報償金の支出について（平成27年2月20日実施分）
19,395

経済戦略局 国際担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 第1回「2015年ミラノ国際博覧会日本館イベント広場出展業務プロポーザル方式に係る有識者会議」開催にかかる報償金の支出について（H26.12.24開催分）
16,655

経済戦略局 国際担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１月分の支出について
20,770

経済戦略局 国際担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費１月分の支出について
13,280

経済戦略局 国際担当 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）にかかる市内出張等交通費の支出について（２月分）
3,740

経済戦略局 国際担当 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　会費 HACCP研修会参加費の支出について（平成27年3月19日参加分）
20,000

経済戦略局 国際担当 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 サンクトペテルブルグ市代表団受入にかかる表敬訪問及び交流会における日露逐次通訳料の支出について
48,600

経済戦略局 国際担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 第2回「2015年ミラノ国際博覧会日本館イベント広場出展業務プロポーザル方式に係る有識者会議」開催にかかる報償金の支出について（H27.2.25開催分）
16,865

経済戦略局 国際担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際事務用シュレッダー用ゴミ袋の購入経費の支出について
5,400

経済戦略局 国際担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成27年2月分）
38,580

経済戦略局 国際担当 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 サンクトペテルブルグ市代表団の受入にかかる交流会経費の支出について
119,000

経済戦略局 国際担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 「OSAKA留学生ネット」保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
32,400

経済戦略局 国際担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）の経費の支出について（２月分）
19,440

経済戦略局 国際担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 カナダ経済ミッション来阪における本市関連施設視察中のバスの借り上げ業務委託にかかる経費の支出について
63,720

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 日本貿易振興機構への出張旅費の支出について（平成27年3月19日）
58,480

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費２月分の支出について
13,827

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 カナダ経済ミッション受け入れにかかる意見交換会経費の支出について
48,000

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 在関西総領事館との意見交換会及びレセプションにかかる経費の支出について（１３．５名分）
81,000

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 メルボルン市長及びビクトリア州医療関係ミッション団との交流会にかかる経費の支出について（３１名分）
248,000

経済戦略局 国際担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費２月分の支出について
15,508

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 大阪市エコ農産物推進協議会委員報償金の支出について（平成２７年１月２６日分）
13,840

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年1月19日実施分）
30,300

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年1月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 浪速東工場アパート維持管理に伴う南京錠及び追加キー買入経費の支出について
63,504

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　手数料 地域産業課所管用地境界確定協議用印鑑登録証明発行手数料にかかる経費の支出について
250

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 矢田商業振興施設南側シャッター修繕にかかる支出について
756,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年2月6日実施分）
28,920

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)事務用市内出張交通費の支出について(平成26年11月分)
9,164

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 第２浪速西工場アパートシャッター修繕にかかる費用の支出について
235,440

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと木津川工場アパート一般廃棄物収集運搬業務にかかる費用の支出について
45,630

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 甲種防火管理新規講習料及びテキスト代金の支出について
8,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　補助金 水源対策事業（長吉瓜破工区75号）に対する補助金の支出について
215,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 生江商業施設店舗シャッター修繕にかかる支出について
216,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)事務用市内出張交通費の支出について(平成26年12月分)
8,440

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課（嘱託職員）市内出張交通費の支出について（平成２７年２月分）
4,680

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪皮革産業会館建物明渡請求事件にかかる和解金残金の支出について（被控訴人財団法人大阪皮革産業会館に対する支払い分）
2,200,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成27年1月分）
27,628

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度大阪市経済戦略局所管微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等収集運搬業務委託にかかる経費の支出について
842,400

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 役務費　筆耕翻訳料 平成26年度第2回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会会議録作成業務委託にかかる支出について
12,042

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２６年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成２７年２月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
16,334

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年１月分）
9,222

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
360

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
315

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 「平成２６年度大阪市経済戦略局所管」微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等処理業務委託にかかる経費の支出について
2,551,068

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もとゆとり健康創造館一般廃棄物収集運搬業務委託の実施にかかる委託料の支出について
156,853

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成26年度もと玉出公設市場機械警備業務委託にかかる支出について（２月分）
51,300
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経済戦略局 地域産業課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 桜川小売市場民営活性化事業施設建物管理分担金の支出について
5,700

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域産業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
3,934

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２７年１月１６日分）
94,575

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２７年１月１６日分）
6,700

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成２６年度　浪速購買施設消防用設備等保守点検業務委託にかかる支出について
259,200

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（１～３月分）
4,989,377

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(２月分)
10,116

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課(地域産業担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(２月分)
440

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度　商業魅力向上事業（商店街等活性化支援事業）【外国人観光客向け商店街マップ制作支援事業】にかかる補助金の支出について[黒門市場商店街(振)]
1,000,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年3月3日実施分）
30,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年3月3日実施分）
30,960

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年2月9日及び3月4日実施分）
60,200

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年２月分）
51,394

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年１月分）
46,325

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 浪速西工場アパートエレベーター制御バックアップバッテリー等修繕にかかる経費の支出について
18,360

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 経済戦略局所管用地土地利用履歴調査業務委託にかかる支出について
270,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年03月31日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 平成26年度「大阪市都市型農業振興事業」農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成27年2月6日及び25日実施分）
59,480

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
7,137

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１月分）
2,610

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 平成26年度　試買検査の実施にかかる商品購入経費の支出について
27,100

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 備品購入費　機械器具費 特定計量器定期検査業務用質量比較器（マスコンパレータ）（２）（その２）買入にかかる支出について
8,996,400

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
2,265

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
4,505

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
10,661

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２７年２月分）
126,340

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（２月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（２月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（２月分）
2,924

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所庁舎用液晶テレビ１点の買入経費の支出について
22,291

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所庁舎用液晶テレビ１点の買入経費の支出について
1,620

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（２月分）
1,286

経済戦略局 計量検査所 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　手数料 計量検査所庁舎用液晶テレビ１点の買入経費の支出について
2,916

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年1月分　東淀川区　1月28日実施分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成27年1月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１２月分)
938

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１２月分)
11,812

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１月分)の支出について
11,718

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用シュレッダー用ゴミ袋の買入に係る支出について（その２）
6,804

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 経済産業省（東京）における「中小企業支援に係る意見交換会」出席に伴う出張経費の支出について（平成２７年３月９日）
29,240

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年2月分　鶴見区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年2月分　阿倍野区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年2月分　城東区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成26年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年2月分　東淀川区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(２月分)
10,529

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
4,096

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成27年2月分）
5,130
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経済戦略局 企業支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
8,854

経済戦略局 企業支援課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(２月分)
5,823

経済戦略局 金融課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２７年１月分）
7,568

経済戦略局 金融課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２７年２月分）
5,000

経済戦略局 金融課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 金融課事務用　後納郵便利用料の支出について（平成２７年２月分）
4,300

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（１月分）支出について
470,598

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　会費 スポーツ振興事業用　平成26年度近畿スポーツ推進委員研究協議会にかかる参加費の支出について
10,500

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 スポーツ課事務用　接着テープ付き封筒買入にかかる支出について
27,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 五大都市スポーツ推進委員研究集会（主管課長会議）にかかる会場使用料の支出について（大阪府立体育会館）
15,500

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月19日実施：大桐中学校）
49,700

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１月分）の支出について
69,946

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１月分）の支出について
560

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月10日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 Tokyo2020事前トレーニング（キャンプ）に関する国内キャンプ候補地ガイド掲載応募要項説明会にかかる出張経費の支出について
28,500

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 公募型プロポーザル有識者会議の開催にかかる報償金の支出について（平成27年2月17日実施分）
48,015

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月9日実施：清水小学校、2月16日実施：東井高野小学校）
54,360

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

使用料及賃借料　使用料 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベントにかかる会場使用料の支出について
30,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月24日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（２月分）
1,679,686

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月24日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（２月分）
191,576

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム機器一式　長期借入料の支出について（２月分）
10,206

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　手数料 2014年度公益財団法人日本体育施設協会認定「体育施設管理士」の資格認定登録料の支出について
40,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（３月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 第55回全国スポーツ推進委員研究協議会への出席及び旅費の支出について（平成26年9月25日～26日実施分）
374,100

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 第55回全国スポーツ推進委員研究協議会への出席及び旅費の支出について（平成26年9月25日～26日実施分）
74,820

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成26年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託料の支出について（２月分）
67,050

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度スポーツ施設予約システム機器４機種借入（再リース）の支出について（2月分）
4,179

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成26年度　大阪市スポーツ推進委員全体交流研修会にかかる報償金の支出について（日本ドッヂビー協会）
151,080

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（２月分）の支出について
69,440

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　大阪市スポーツ推進委員全体交流研修会の実施並びに所要経費の支出について
84,560

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（2月分）
369,053

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 大阪市経済戦略局スポーツ施設平成25年度指定管理者の評価に関する専門委員報償金の支出について（平成27年3月10日実施分）
16,005

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 大阪市経済戦略局スポーツ施設平成25年度指定管理者の評価に関する専門委員報償金の支出について（平成27年3月2日実施分）
16,005

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２６年度クレオ大阪東・城東スポーツセンター複合施設の維持管理・保守点検等の経費にかかる支出について（下半期分）
926,479

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（2月分）
742,618

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（2月分）
16,929

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 総合型育成事業　交流イベントにかかる報償金（7名分）の支出について
211,260

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（２月分）の支出について
3,040

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
470,598

経済戦略局 スポーツ課 平成27年03月31日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
59,713

経済戦略局 南港市場 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　印刷製本費 施設管理用図面印刷経費の支出について
3,780

経済戦略局 南港市場 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用会議室（大会議室）電話料金の支出について（1月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用資材庫電話料金の支出について（1月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用福利厚生棟守衛室電話料金の支出について（1月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
541,620

経済戦略局 南港市場 平成27年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用南港市場施設整備基本計画策定業務の公募型プロポーザル方式での発注にかかる選定委員就任依頼の事前説明に伴う旅費の支出について
5,790

経済戦略局 南港市場 平成27年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用胸付前掛の購入経費（概算契約）の支出について（第2回）
273,780

経済戦略局 南港市場 平成27年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用合羽ズボンの購入経費（概算契約）の支出について（第2回）
771,120

経済戦略局 南港市場 平成27年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用テール用ポリエチレン袋の購入経費の支出について
703,080

経済戦略局 南港市場 平成27年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用キーボックス外２７点の購入経費の支出について
123,066
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経済戦略局 南港市場 平成27年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ドラム・トナーカートリッジ外2点の購入経費の支出について
158,112

経済戦略局 南港市場 平成27年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用キーボックス外２７点の購入経費の支出について
74,574

経済戦略局 南港市場 平成27年03月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用トナー・カートリッジの購入経費の支出について
207,360

経済戦略局 南港市場 平成27年03月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設維持管理用蛍光灯外２点の購入費の支出について
22,248

経済戦略局 南港市場 平成27年03月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用追録購入経費の支出について
6,285

経済戦略局 南港市場 平成27年03月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用デジタルカメラ外１点の購入経費の支出について
68,600

経済戦略局 南港市場 平成27年03月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用保護めがねの購入経費の支出について
55,080

経済戦略局 南港市場 平成27年03月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
864

経済戦略局 南港市場 平成27年03月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,080

経済戦略局 南港市場 平成27年03月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,200

経済戦略局 南港市場 平成27年03月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,400

経済戦略局 南港市場 平成27年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用第16回大阪市中央卸売市場南港市場運営協議会出席にかかる委員報酬の支出について
117,855

経済戦略局 南港市場 平成27年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場ガス管修繕費の支出について
280,908

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用アルカリ乾電池外３点の購入経費の支出について
21,492

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用送迎バス用及び通用門用表示板の購入経費の支出について
57,564

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用腕カバー外２点の購入経費の支出について
558,316

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ボルト外３点の購入経費の支出について
116,640

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用屋外用３ＷＡＹベース外６点の購入経費の支出について
495,180

経済戦略局 南港市場 平成27年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用コルク栓外１点の購入経費の支出について
780,599

経済戦略局 南港市場 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用機械用砥石外５点の購入経費の支出について
1,129,464

経済戦略局 南港市場 平成27年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用日本国旗外１８点の購入経費の支出について
959,234

経済戦略局 南港市場 平成27年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場衛生管理用テーピングテープ外９点の購入経費の支出について
1,211,868

経済戦略局 南港市場 平成27年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用結さつクリップの購入経費の支出について
907,200

経済戦略局 南港市場 平成27年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（2月分）
665,999

経済戦略局 南港市場 平成27年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（2月分）
314,999

経済戦略局 南港市場 平成27年03月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場とちく関連処理等業務委託費の支出について（2月分）
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用大動物背割鋸（バスターⅣ）部品外８点購入経費の支出について
864,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩外４点の購入経費の支出について
278,910

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ブリスケットソー（ＭＧ－１Ｅ）部品外９点購入経費の支出について
1,188,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用苛性ソーダ買入（その２）の購入経費の支出について
80,967

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用電子機器クリーナー外１１点の購入経費の支出について
169,020

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用電磁弁外２２点の購入経費の支出について
744,120

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩化第２鉄下半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（２月分）
185,976

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用硫酸の購入経費の支出について
44,550

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場内臓ボイラー修繕経費の支出について
972,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備保守点検等業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
251,235

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場貯水槽清掃業務委託経費の支出について
192,240

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
540,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
大阪市中央卸売市場南港市場特定家庭用機器廃棄物の再商品化並びに冷媒フロン及び断熱材フロンの回収・破壊等業務委託(概算契約)の実施及び所要経費の支出に
ついて 899,618

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（２月分）
2,955,420

経済戦略局 南港市場 平成27年03月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
1,383,480

経済戦略局 南港市場 平成27年03月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場緑地帯維持管理業務委託経費の支出について
2,062,800

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（２月分）
27,720

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ウェルソー４０４用部品１外４点の購入経費の支出について
429,840

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用活性炭（新炭）外２点の購入経費の支出について
565,650

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第４四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（２月分）
271,836

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設管理用南港市場福利厚生棟保安室電気使用にかかる費用の支出について（１月分）
4,757

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（2月分）
440,467
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経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（2月分）
7,202,401

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用活性炭（新炭）外２点の購入経費の支出について
36,990

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託の実施及び経費の支出について（２月分）
3,197,880

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（２月分）
759,599

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の支出について（２月分）
919,296

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（２月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（２月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
58,830

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成27年03月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（２月分）
8,896

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用スイッチプレート外２２点の購入費の支出について
462,065

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用アラミド軍手の購入経費の支出について
947,700

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（2月分）
192,456

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（2月分）
229,461

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（2月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（2月分）
1,087,020

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（2月分）
4,521,869

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
897,977

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（2月分）
340,119

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（2月分）
3,882,071

経済戦略局 南港市場 平成27年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用フットカッター（３０ＣＬ－２）部品外６点購入経費の支出について
972,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用袋付き結さつバンドの購入経費の支出について
996,300

経済戦略局 南港市場 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（２月分）
2,639,628

経済戦略局 南港市場 平成27年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（２月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用ヤッケ（上衣）外１点の購入経費の支出について
107,406

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場衛生管理用南京錠外３点の購入経費の支出について
800,928

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用輪ゴム外２点の購入経費の支出について
640,029

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用積算資料外７点について
61,763

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場衛生管理用動物用消毒液外４点の購入経費の支出について
971,028

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用温度・湿度データロガー外１点の購入経費の支出について
119,880

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用ロッカー交換用シリンダーの購入経費の支出について
51,840

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場大動物枝肉冷却庫ユニットクーラー取替工事費の支出について
6,480,000

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用資材庫電話料金の支出について（2月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用会議室（大会議室）電話料金の支出について（2月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 市場運営用福利厚生棟守衛室電話料金の支出について（2月分）
1,092

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第11回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第11回）
16,632

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 簡易専用水道定期検査手数料の支出について
17,280

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２６年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出について（２月分）
2,577,960

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん） 終処分申請にかかる基準値測定業務委託（その２）の実施及び所要経費の支出につ
いて 86,400

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
1,392,120

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場受変電設備オーバーホール委託費の支出について
2,494,800

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場ダイオキシン類等測定業務委託の実施及び同経費の支出について
1,382,400

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成26年度分消費税中間納付の支出について
2,195,100

経済戦略局 南港市場 平成27年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場副産物処理ドライメルターその他改修工事費の支出について
10,476,000

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（１月分）
48,652
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大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（１月分）
19,387

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（１月分）
78,792

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（１月分）
76,448

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　費用弁償 大阪府・大阪市特別区設置協議会にかかる出張旅費の支出について（平成２７年２月６日）
39,730

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（１月分）
3,693

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（12月分）
66,270

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン借入経費の支出について（長期借入）【２月分】
225,915

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 大阪府市大都市局事務用　庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期借入）【２月分】
38,969

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　筆耕翻訳料 大阪府・大阪市特別区設置協議会会議内容及び大阪府市統合本部会議内容等の録音反訳業務に係る経費の支出について（概算契約）【第11回及び第12回支払い】
237,600

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（２月分）
3,234

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用　市内等出張交通費の支出について（1月分）
52,086

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 「協議会だより」（大阪府・大阪市特別区設置協議会）第４号企画編集業務委託の実施経費の支出について
163,296

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（２月分）
44,720

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（２月分）
28,064

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080 CPS）代の支出について（２月分）
42,742

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（２月分）
113,196

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　食糧費 大阪府市大都市局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（平成26年２月分）
2,064

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年03月31日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局広報事務用　無線通信経費の支出について（２月分）
3,693


