
平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（８月分）
123,120

総務局 公文書館 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（８月分）
6,480

総務局 公文書館 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（８月分）
4,636

総務局 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　青本の取りまとめに係る打ち合わせ等に係る出張旅費の支出について
29,660

総務局 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬・処分業務委託にかかる経費の支出について（平成27年７月分）
32,400

総務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
22,298

総務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（７月分）
119,675

総務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館７月分）
5,130

総務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　図書購入費 地方分権改革推進事務用　「新版逐条地方自治法第８次改訂版」の購入にかかる経費の支出について
16,200

総務局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第80回）
14,190

総務局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成27年10月分）
131,000

総務局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 一般事務用　庁内情報利用端末用レーザープリンター移設作業業務委託の実施にかかる経費の支出について
30,780

総務局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 戦後70年記念事業用　大阪市戦後70年記念イラスト展にかかる運搬等業務委託の経費支出について
209,520

総務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用　特別参与の報酬の支出について（平成27年８月分）
8,865

総務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第81回）
96,532

総務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第81回）
840

総務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 タブレット端末等の短期貸与事業にかかるプロジェクター一式等の購入経費の支出ついて（ＩＣＴ活用推進用）
56,484

総務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 タブレット端末等の短期貸与事業にかかるプロジェクター一式等の購入経費の支出ついて（ＩＣＴ活用推進用）
75,816

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
444

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
1,500

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,927

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
80

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
440

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
82

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,165

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
50

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
450

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
1,346,490

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（８月分）
6,720

総務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
7,800

総務局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
655,510

総務局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
160,089

総務局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
13,122

総務局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
2,451,190

総務局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 「平成27年度ICTを活用したフロントオィスのBPRに関する検証事業」にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成27年8月分）の支出について
116,704

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（８月分）
57,251

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（８月分）
3,682

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 戦後70年記念事業用　戦後70年記念シンポジウムの開催にかかる会場使用料の支出について
894,230

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
56,894

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 戦後70年記念事業用　戦後70年記念イラスト展の開催にかかる会場使用料の支出について
41,856

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
136,522

総務局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（８月分）
22,634

総務局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 「ペーパーレス会議」モデル事業にかかる高速モバイルデータ通信サービス利用料（平成27年8月分）の支出について（ICT活用推進用）
8,094

総務局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬・処分業務委託にかかる経費の支出について（平成27年８月分）
34,425

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
157,920

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
680



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,760

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
34,440

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
13,850

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
10,680

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
26,600

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
6,820

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（８月分）
13,289,699

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　ＩＰ電話回線使用料の支出について（８月利用分）
1,051,183

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
5,590

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
61,552

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（８月分）
36,123

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,827,540

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第81回）
18,920

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
4,600

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
94,230

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
3,640

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
20,640

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,960

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,640

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
6,060

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
20,700

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
2,160

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,320

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
6,320

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
9,780

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,220

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
123,990

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
9,080

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
241,140

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
10,380

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
2,040

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
42,420

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,680

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
5,920

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
4,650

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
3,880

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
9,810

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
1,720

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
3,760

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
122,940

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
64,180

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
6,860

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
7,000

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
2,480

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
2,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
7,520

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
14,810
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総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
5,660

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
15,010

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
7,880

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
11,180

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
13,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
30,440

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
6,320

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,120

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
5,360

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
4,820

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
97,100

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
9,420

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,600

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
3,720

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
28,530

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
10,880

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,200

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,480

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
14,550

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
33,000

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
1,060

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
10,790

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
2,000

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
3,000

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
97,590

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
313,410

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
6,190

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
920

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
111,180

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
32,860

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
14,190

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
4,840

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
4,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
5,530

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
9,310

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
11,730

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
11,400

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
14,520

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
680

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
15,910

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
6,720

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
15,330

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
13,850

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
48,240

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
20,010

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
14,980

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
53,890

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,120
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総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,680

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
15,910

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
30,160

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
113,600

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
5,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
9,180

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,740

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
1,640

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
39,420

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
4,520

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
12,550

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
115,660

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
160,920

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
6,800

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
56,960

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
92,060

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
342,430

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
8,470

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
148,330

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
3,560

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
20,440

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
13,240

総務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
48,400

総務局 総務課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
12,020

総務局 総務課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,080

総務局 総務課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
1,060

総務局 総務課 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）※福祉局除く
13,760

総務局 総務課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
10,200

総務局 総務課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
3,280

総務局 総務課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
4,200

総務局 総務課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成27年6月～7月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所・福祉局使用分）
5,960

総務局 行政課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
16,293

総務局 行政課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（平成27年７月号）の購入に係る経費の支出について
1,296

総務局 行政課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（平成27年７月分）
4,180

総務局 行政課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第８回大阪市公文書管理委員会の開催に係る経費の支出について（平成27年８月21日開催分）
168,931

総務局 行政課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 第８回大阪市公文書管理委員会の開催に係る経費の支出について（平成27年８月21日開催分）
8,560

総務局 行政課 平成27年09月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 訴訟事務用損害賠償請求事件に係る着手金の支出について
1,188,000

総務局 行政課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第233回大阪市個人情報保護審議会（全体会）委員報酬の支出について
241,330

総務局 行政課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「判例情報公開法（追録107～112）」の購入に係る経費の支出について
22,032

総務局 行政課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規第166号作製業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務委託料の支出について（第１回中間払い）
1,434,858

総務局 行政課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第235回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第10回大阪市個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬の支出について
120,665

総務局 行政課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成27年度大阪市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（８月分）
245,250

総務局 行政課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（８月分）
7,848

総務局 行政課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約にかかる経費の支出について（８月分）
70,200

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
15,299

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
100,798

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
27,000
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総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
33,299

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
6,299

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
11,699

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
16,200

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
64,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「自治体のための特定個人情報保護評価実践ガイドライン」の購入に係る経費の支出について
3,456

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公文書館引継ぎ簿冊に係る中央書庫から公文書館への運搬業務委託経費の支出について
50,760

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（８月分）
144,190

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る支出について（８月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
41,399

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
8,999

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
8,100

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
7,199

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
4,499

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
8,999

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
9,899

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
44,999

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
5,400

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
19,799

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
59,400

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
8,100

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
25,199

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
26,099

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
71,998

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
14,939

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
8,100

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
18,900

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
18,900

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
18,900

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
18,900

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
86,400

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
12,599

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
54,000

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
8,999

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
12,599

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
68,399
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総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｈ
29,700

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ａ
16,200

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
7,199

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
16,200

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｂ
11,699

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｆ
10,800

総務局 行政課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｇ
17,099

総務局 行政課 平成27年09月25日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｅ
86,400

総務局 行政課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（４～６月分）Ｄ
17,999

総務局 行政課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用平成27年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（８月分）
1,421,616

総務局 行政課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年８月分）
14,978

総務局 行政課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年８月分）
21,299

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
8,252

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
13,695

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（8月分）
413,694

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（８月分）
601

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（８月分）
665

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（8月分）
38,454

総務局 行政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（８月分）
14,622

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（７月分）
73,867

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（７月分）
4,687

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（７月分）
449,217

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（７月分）
128,348

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（７月分）
64,174

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（７月分）
2,112,264

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（７月分）
603,504

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（７月分）
301,752

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 自治体中間サーバー及び通知カード・個人番号カードと自治体情報セキュリティに係る説明会の管外出張について（一般事務用）
29,640

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成27年度システム担当者研修業務委託にかかる経費の支出について（IT適正利用推進用）
816,480

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について【第２Ｇ】（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
2,028

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
14,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
8,836

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスに係る経費の支出について（７月分）
2,592

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会参加にかかる経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）（第3回中間払）
38,880

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
29,198

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（８月分）（情報処理センター運用管理用）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型大容量ファイル送受信サービスの利用にかかる経費の支出について（８月分）（ＩＴ基盤管理用）
7,560

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（８月分）
2,460,257
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
3,449,736

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（８月分）IT基盤管理用
15,560

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
4,064,688

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式の借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
4,364,388

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
3,304,476

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
17,368,404

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス　一式」（利用延長分）にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（７月分）（８月分）
702,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
2,112,264

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
2,815,873

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
87,252

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
17,251

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（８月分）
511,406

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
944,136

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,246,968

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
603,504

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（８月分）
255,704

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
301,752

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
623,484

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
472,068

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）８月分
3,776,568

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(８月分）
36,461

総務局 ＩＴ統括課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（８月分）
6,663

総務局 監察課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用　平成27年度コンプライアンス研修（グループ討論型）業務公募型プロポーザル審査会議の委員報償金の支出について
16,253

総務局 監察課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用　平成27年度コンプライアンス研修（グループ討論型）業務公募型プロポーザル審査会議の委員報償金の支出について
16,253

総務局 監察課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（７月分）
52,368

総務局 監察課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用　平成27年度コンプライアンス研修（グループ討論型）業務公募型プロポーザル審査会議の委員報償金の支出について
300

総務局 監察課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（８月開催分）
361,995

総務局 監察課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用　管外出張命令（内部統制の実施状況に係る視察）及び同経費の支出について
5,700

総務局 監察課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 監察関係事務用　コンプライアンス研修用DVD１枚の購入に係る経費の支出について
324,000

総務局 監察課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用　行政機関職員向け公益通報者保護制度に関する研修会への出席にかかる管外出張経費の支出について
29,240

総務局 監察課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,624

市民局 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧ほか４点買入及び同経費の支出について（第１回中間払・住民情報担当事務用）
1,334,313

市民局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
7,220

市民局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・８月分）の支出について
8,866

市民局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・８月分）の支出について
14,804

市民局 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（5月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（5月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
6,570

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（７月分）
2,957

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（７月分）
29,087

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（５月分）
137,246
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市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（７月分）
2,294

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（５月分）
13,725

市民局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外３施設機械警備業務委託の経費の支出について（７月分）
59,940

市民局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料の支出について（７月分）
2,469,096

市民局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンターにおける手数料収納用電子レジスター保守点検業務委託経費の支出について（第1回払）
34,279

市民局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンターにおける手数料収納用電子レジスター保守点検業務委託経費の支出について（第1回払）
11,427

市民局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 印鑑登録証印刷の経費の支出について（区役所住民情報担当事務用・完成払）
1,576,800

市民局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（８月分）の支出について
13,893

市民局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（８月分）
101,882

市民局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用）　長期借入にかかる経費の支出について　⑧（８月分）
25,812

市民局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（８月分）
119,432

市民局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（８月分）
27,455

市民局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（８月分）
42,262

市民局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
12,132

市民局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　Fuji Xerox ホチキス針買入に係る同経費の支出について
32,832

市民局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
82

市民局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
1,000

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について　②（８月分）
36,666

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（７月分）
27,074

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（８月分）
7,131

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（８月分）
12,498

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（８月分）
1,250

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（８月分）
713

市民局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（７月分）
6,310

市民局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　市民局（郵送）事務室電話機増設工事に係る経費の支出について
11,610

市民局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の経費の支出について（平成27年8月分）
300,240

市民局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
398,520

市民局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳カード発行プリンタ借入経費の支出について（平成27年8月分）
622,566

市民局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
208,116

市民局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
81,000

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
3,456

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
864

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
1,728

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式の再リースにかかる経費の支出について（８月分）
47,822

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（８月分）
29,268

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
4,257,678

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（８月分）
856,380

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式　長期借入の支出について（８月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
552,220

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
12,459

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
3,769

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
300

市民局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外３施設機械警備業務委託の経費の支出について（８月分）
59,940

市民局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市梅田サービスカウンター用業務委託料の支出について（８月分）
2,469,096

市民局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（９月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（９月分）
365,904
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市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 病気休職者との面談用出張旅費の支出について
1,740

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
345

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,970

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
782

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
570

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,431

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
2,908

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
2,004

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
3,190

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,643

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
6,105

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
7,967

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（７月分）
40,465

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（７月分）
15,390

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（８月分）
3,814

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（８月分）
11,572

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,016

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
584

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（８月分）
35,820

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
5,586

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,890

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（８月分）
1,198

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
92

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
82

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
262

市民局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館における小型消火器運搬処理業務にかかる委託料の支出について
262,960

市民局 消費者センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月29日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 消費生活相談用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座インターネット・スマートフォンの消費者トラブル（２回目）に係る受講料の支出について
2,850

市民局 消費者センター 平成27年09月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 地方消費者行政推進用市内等出張交通費の支出について（相談員7月分2部）
1,120

市民局 消費者センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成27年7月分）
33,109

市民局 消費者センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員７月１部）
17,700

市民局 消費者センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員７月１部）
960

市民局 消費者センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成27年7月分）
3,861

市民局 消費者センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成27年7月分）
1,029

市民局 消費者センター 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（８月１２日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（８月１１日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用　日本農林規格品質表示基準・食品編追録２９０号　他４点購入に係る経費支出について
12,614

市民局 消費者センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「合意書・示談書・協定書等モデル文例集」追録（４９号）他３件購入に係る経費の支出について
12,967

市民局 消費者センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度「消費者支援施策の府・市連携事業」に係る負担金（第１回）の支出について（府市連携事業用）
471,500

市民局 消費者センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度「消費者支援施策の府・市連携事業」に係る負担金（第１回）の支出について（府市連携事業用）
443,250

市民局 消費者センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（９月１８日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
23,700

市民局 消費者センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 消費生活相談用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座　インターネット・スマートフォンの消費者トラブル（１回目）への出張旅費の支出について
37,080

市民局 消費者センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（平成27年7月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 消費者保護審議会用　大阪市消費者保護審議会　第２回条例検討部会にかかる報酬の支出について
81,265

市民局 消費者センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示用　大阪市消費者センター啓発・展示コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成27年度分）費用の支出について（８月分）
92,700

市民局 消費者センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（8月28日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,500

市民局 消費者センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年8月分）
216,999
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市民局 消費者センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年8月分）
102,846

市民局 消費者センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年8月分）
1,248

市民局 消費者センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年8月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成27年度）（10月分）
7,170,543

市民局 消費者センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
6,516

市民局 消費者センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）【2】
2,600

市民局 人権企画課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　筆耕翻訳料 第31回大阪市人権施策推進審議会の会議録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
23,112

市民局 人権企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 第46回高野山夏期講座2015部落解放・人権夏期講座の受講に伴う旅費の支出について
3,540

市民局 人権企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内等出張交通費の支出について（７月分）
19,686

市民局 人権企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 外国籍住民への窓口対応等多文化共生に係る実務担当者研修の開催にかかる経費の支出について（多文化共生施策用）
38,400

市民局 男女共同参画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成26年度　大阪市立男女共同参画センター管理運営評価有識者会議にかかる経費の支出について
16,733

市民局 男女共同参画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・７月分）
10,530

市民局 男女共同参画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・７月分）
27,694

市民局 男女共同参画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用の支出について（７月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 配偶者からの暴力被害者支援のための官官・官民連携促進ワークショップへの出席及び同所要経費の支出について
38,000

市民局 男女共同参画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 第28回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
146,277

市民局 男女共同参画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 第28回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
2,740

市民局 男女共同参画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（８月分・配偶者暴力相談支援用）
1,294

市民局 男女共同参画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市女性活躍促進企業認証事業にかかる業務委託料の支出について（第一回・６～８月分）
3,290,620

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成27年度前期　人権相談担当者研修会講師謝礼金の支出について
22,080

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 第46回高野山夏期講座2015部落解放・人権夏期講座の受講及び同旅費等の支出について
3,180

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 第46回高野山夏期講座2015部落解放・人権夏期講座の受講及び同旅費等の支出について
3,100

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成27年度　点字版「大阪市人権啓発情報誌（KOKOROねっと）」製作業務の実施及び同経費の支出について（全4回／2回目）
72,360

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター事務室用蛍光灯買入れ及び同経費の支出について
16,740

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」印刷業務の実施及び同経費の支出について（全4回／2回目）
390,744

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」の企画・編集、デザイン等製作にかかる業務の実施及び同経費の支出について（全4回／2回目）
783,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
13,588

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（８月分）
20,100

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（8月請求分）
6,208

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（8月分）
6,478

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（８月分）
1,404

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 負担金、補助及交付金　会費 人権啓発用第52回全国隣保館職員研修会経費の支出について
12,000

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　7月分市内等出張交通費の支出について
18,342

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成27年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託料の支出について（8月号）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成27年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃貸借契約（しごと情報ひろば天下茶屋）に基づく賃借料の支出について（8月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　大阪市会財政総務委員会行政視察の随行にかかる出張旅費の支出について
74,400

市民局
政策支援担当政策支援
グループ

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
1,626

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内市政広報板・公共情報コーナー自衛官募集ポスターの掲出にかかる経費の支出について（平成27年8月5日～平成27年9月1日の間3回掲出）（１回目）
47,520

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内市政広報板・公共情報コーナー自衛官募集ポスターの掲出にかかる経費の支出について（平成27年8月5日～平成27年9月1日の間3回掲出）（２回目）
47,520

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２７年９月）における会場使用料の支出について
14,600

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 地下鉄駅構内市政広報板・公共情報コーナー自衛官募集ポスターの掲出にかかる経費の支出について（平成27年8月5日～平成27年9月1日の間3回掲出）（３回目）
47,520

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談にかかる補助業務従事者派遣にかかる委託料の支出について（８月分）
29,808

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成２７年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払について(８月分）
70,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年７月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
14,183

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度点字プリンタ等一式の借入（東住吉区）にかかる使用料の支出について（８月分）
1,944

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30北区役所外１９区役所）にかかる使用料の支出について（８月分）
435,750

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～H31福島区役所外１区役所）にかかる使用料の支出について（８月分）
47,304

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 市民活動推進審議会（第25回）にかかる委員報酬の支出について
146,277
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市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年09月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 市民協働職員研修（実践研修）用報償金の支出について（平成２７年８月１０日開催）
51,300

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年09月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 市民協働職員研修（実践研修）用報償金の支出について（平成２７年８月１２日及び２６日開催）
68,400

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成２７年度　広域職員研修「政策形成能力研修」用　市内出張（近隣地扱い）にかかる経費の支出について（平成２７年９月２日から平成２７年９月４日）
1,020

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　使用料 市民協働職員研修（実践研修）用会場使用料の支出について（平成２７年８月１２日及び２６日開催）
40,000

市民局
地域力担当地域振興グ
ループ

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 長野県飯山市と本市との「文化・スポーツ交流姉妹都市にかかる協定」の締結に向けた協議に係る管外出張旅費の支出について
52,280

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 第34回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
81,265

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（平成27年７月19日、いく楽くらぶ、１回目）
18,240

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 第35回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
81,265

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成27年７月分）
9,112

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成27年６月分）
12,209

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成27年６月分）
504

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（NPO法人Happy Family Company、８月21日分）
20,660

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人True Colors、８月17日分）
18,120

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（いく楽くらぶ、８月23日分）
18,240

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（8月分）の支出について
10,079

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
2,166

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（８月分）
8,664

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員にかかる市内等出張交通費の支出について（平成27年６月分）
146,144

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
11,422

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（Ａブロック）の支出について（平成２７年７月分）
6,402,000

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 報償費　報償金 第４回　自転車の安全利用に関する条例制定にかかる懇談会経費の支出について
48,759

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（Ｃブロック）の支出について（平成27年7月分）
5,961,600

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月10日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託（Ｄブロック）の支出について（平成27年7月分）
5,166,720

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 交通安全事業用　自転車安全利用啓発用品（ＬＥＤライト）の購入及び同経費の支出について
154,440

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員にかかる市内等出張交通費の支出について（平成27年７月分）
170,712

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全事業用　「平成２６年 大阪市の交通事故」冊子の作成及び同経費の支出について
24,494

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成27年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の支出について（平成27年8月分）
3,121,200

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成27年度街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務の支出について（平成27年8月分）（Ａブロック）
6,402,000

財政局 財務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
13,890

財政局 財務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（質疑応答　公営企業実務提要148-151）の買入及び経費の支出について
14,688

財政局 財務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成27年度　地方交付税制度解説（単位費用篇）の買入及び経費の支出について
4,100

財政局 財務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 備品購入費　図書購入費 財務部事務用　新版逐条地方自治法第８次改訂版の買入及び経費の支出について
16,200

財政局 財務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（８月分）
59,398

財政局 財務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（８月分）
36,019

財政局 財務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（８月分）
17,662

財政局 財務課 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（８月分）
12,006

財政局 財務課 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
6,480

財政局 財務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（８月分）の支出について
2,754

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第１部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業会計
へ繰替

繰出金　他会計へ繰出 平成27年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第２回）
280,086,000

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第１部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成27年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
4,767,826,000

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第２部 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業出資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成27年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第２回）
1,697,840,000

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第２部 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成27年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
2,060,937,000

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第２部 特別会計繰出金
自動車運送事業会計繰
出金

自動車運送事業助成資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成27年度自動車運送事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
154,449,000

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成27年度高速鉄道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
1,598,843,368

財政局 財源課 平成27年09月25日 一般会計第２部 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成27年度高速鉄道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
198,732,550

財政局 財源課 平成27年09月30日 一般会計第２部 特別会計繰出金 水道事業会計繰出金 水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成27年度水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について（第１回）
8,000,000
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財政局 財源課（公債） 平成27年09月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
17,338,403,235

財政局 財源課（公債） 平成27年09月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,115,981,250

財政局 財源課（公債） 平成27年09月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 平成２７年度２１大都市公債主管者会議に係る出張旅費の支出について
21,960

財政局 財源課（公債） 平成27年09月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
61,140

財政局 財源課（公債） 平成27年09月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
59,680

財政局 財源課（公債） 平成27年09月03日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
75,040

財政局 財源課（公債） 平成27年09月04日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
19,740

財政局 財源課（公債） 平成27年09月07日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 共同発行団体連絡会議に係る出張旅費の支出について
29,640

財政局 財源課（公債） 平成27年09月08日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
6,710

財政局 財源課（公債） 平成27年09月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
2,750,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
38,500

財政局 財源課（公債） 平成27年09月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
40,282,893

財政局 財源課（公債） 平成27年09月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
127,300,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１４日支払分利子支払手数料の支出について
243,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
10,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,939,830

財政局 財源課（公債） 平成27年09月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
302,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１５日支払分利子支払手数料の支出について
567,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成27年度第4回公募公債の繰出しについて（下水）
4,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成27年度第3回公募公債（5年）の繰出しについて（高速鉄道）
4,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
541,990,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
33,133,605

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
124,750,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,873,226,420

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
53,183,561

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第４回公募公債に係る募集受託手数料の支出について
1,296,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第３回公募公債（５年）に係る募集受託手数料の支出について
1,620,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第４回公募公債に係る引受手数料の支出について
32,400,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第４回公募公債に係る新規記録手数料の支出について
340,632

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１６日支払分利子支払手数料の支出について
1,795,383

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第３回公募公債（５年）に係る引受手数料の支出について
36,450,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１６日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市平成２７年第３回公募公債（５年）に係る新規記録手数料の支出について
391,932

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
200,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
110,521,361

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
39,083,330

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
71,308,310

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
58,800,951

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,450,462

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
36,352,630

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
8,342,794

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
54,849,308

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
110,971,134
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財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
127,050,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８月分）の支出について
420

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１８日支払分キャップ料の支出について
9,880,548

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１８日支払分利子支払手数料の支出について
202,500

財政局 財源課（公債） 平成27年09月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月１８日支払分利子支払手数料の支出について
39,308

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
139,655,872

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
156,746,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
6,433,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
17,360,575,451

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,387,726

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
78,054,785

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
61,558,868

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,214,964,392

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
52,255,751

財政局 財源課（公債） 平成27年09月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
5,155,176

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
6,822,445,120

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
51,143,925

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
44,539,090

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,454,238,703

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
184,475,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月２５日支払分利子支払手数料の支出について
445,500

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
268,125,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
63,508,216

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
28,245,188

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
61,558,866

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
10,483,246

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月２８日支払分キャップ料の支出について
9,883,561

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第150回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
648,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第150回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
17,550,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（８月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,221,975,145

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
1,038,133

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
166,600,000

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
28,890,625

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,697,321,932

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,173,554,570

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
78,206,687

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
550,425

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
550,425

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
550,425

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
64,860,499

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
550,425

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,860
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財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「月刊　地方財務　2015年8月号」外１点の購入にかかる経費の支出について
7,204

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,117

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年９月３０日支払分元利金支払手数料の支出について
179,453

財政局 財源課（公債） 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（８月分）
5,389

財政局 管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 自治体法務サポート　行政不服審査の実務の経費の支出について
10,800

財政局 管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修繕に係る経費の支出について(弁天町市税事務所分)
64,800

財政局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用固定資産税実務提要（追録）ほか１件の買入に係る経費の支出について
88,128

財政局 管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（７月分）
5,130

財政局 管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（６月分）
20,411

財政局 管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築と社会（平成２７年４月～平成２７年９月号）の買入に係る経費の支出について
7,380

財政局 管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（９月分）
35,380

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ用トナー買入の経費の支出について
113,400

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修繕に係る経費の支出について(あべの市税事務所分)
129,600

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
992

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託に係る経費の支出について（第１四半期）
103,193,564

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 ファクシミリ用トナー買入の経費の支出について
207,900

財政局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（８月分）
51,732

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 近畿都市税務協議会第234回理事会、秋季研究会及び第90回総会の出席に係る出張経費の支出について
9,640

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（８月分）の支出について
77,248

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（8月号）外11点の買入に係る経費の支出について
61,975

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用国税徴収総覧追録（１２１号）外５点の買入に係る経費の支出について
91,713

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２７年８月分）
7,559

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２７年８月分）の支出について
310,006

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（8月分）
100,239

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（8月分）
28,930

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（8月分）
77,163

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（７月分）
551,317

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月分）
349,603

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（８月分）
144,168

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（８月分）
84,240

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る支出について（８月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年９月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（８月分）
20,196

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
45,870

財政局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年９月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成27年度簿記研修の講師謝礼金の支出について
184,200

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料８月分）
312,833

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（８月分）
839,838

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（８月分）
1,166,087

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（８月分）
68,580

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年１０月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費支出について（８月分）
11,664

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（８月分）
31,968

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（９月分）
178,200

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（９月分）
10,800

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１０月分）
8,944,461

財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１０月分）
7,592,847
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財政局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年１０月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
1,264

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（８月分）
694,748

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（８月分）の支出について
4,151

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（８月分）の支出について
2,967

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（８月分）の支出について
2,720

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（８月分）
5,400

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（８月分）の支出について
2,747

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（９月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
60,000

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 区役所税証明窓口用ファクシミリ複合機ほか５点買入に係る経費の支出について
87,966

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 プリンタ装置等機器一式長期借入に係る経費の支出について（８月分）
33,264

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（８月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（８月分）
120,641

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部、市税事務所）一式　長期借入（平成27年3月1日～平成28年2月29日　リース延長）（８月分）
79,382

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（８月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（８月分）
467,359

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 SVFX-Designerコース（Ver.９）基礎編１（定期トレーニング）に係る経費の支出について
48,600

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（８月分）
279,856

財政局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
41,040

財政局 管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（８月分）
1,728

財政局 管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（8月分）
21,286,026

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
792

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（ブロック別徴収事務研修７月分）
2,940

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（ブロック別徴収事務研修７月分）
4,020

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（ブロック別徴収事務研修７月分）
2,940

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
16,805

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（ブロック別徴収事務研修７月分）
4,020

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（8月分）
26,953

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務にかかる手数料の支出について
2,700

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（平成２７年度１０月分）の支出について
113,000

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
43,390

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
126,543

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
32,918

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
53,526

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
82,489

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月分）
72,578

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について（８月分）
204,958

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（8月分）の支出について
1,101,025

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（8月分）の支出について
254,049

財政局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０・１１・１２月分）
22,500

財政局 収税課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 内閣府主催「地域の公共サービス改革に関する研究会」への参加に係る出張旅費の支出について
27,580

財政局 収税課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市納税推進センター業務委託に係る経費の支出について（平成27年5月～6月分）
45,600,000

財政局 収税課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 自治大学校が実施する「税務専門課程第13期税務・徴収コース」に係る研修経費の支出について
56,300

財政局 収税課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 自治大学校が実施する「税務専門課程第13期税務・徴収コース」に係る研修経費の支出について
119,600

財政局 収税課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
1,205,376

財政局 収税課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用図書（「プラクティス民法　債権総論（第4版）」ほか２点）の購入経費の支出について
2,700
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財政局 収税課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 市債権回収対策事務用図書（「プラクティス民法　債権総論（第4版）」ほか２点）の購入経費の支出について
10,326

財政局 収税課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
12,734

財政局 収税課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成27年８月分）
75,492

財政局 収税課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(８月分)
380

財政局 収税課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(８月分)
5,612

財政局 収税課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託の実施にかかる経費の支出について（４回目／全９回）
54,000

財政局 収税課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出にについて(H27.8月分)
7,069,789

財政局 収税課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出にについて(H27.8月分)
5,998,221

財政局 収税課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出にについて(H27.8月分)
758,559

財政局 収税課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用椅子（肘付）ほか１点買入経費の支出について
15,984

財政局 収税課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
1,108,568

財政局 収税課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　庁用器具費 市債権回収対策事務用椅子（肘付）ほか１点買入経費の支出について
38,880

財政局 収税課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 全国市町村国際文化研修所主催「平成27年度使用料等の債権回収」研修の受講経費の支出について
16,250

財政局 収税課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について
32,026

財政局 収税課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の経費の支出について
25,000

財政局 収税課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ27．8月分）
342,410

財政局 課税課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（７月分）
24,648

財政局 課税課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成27年7月分）
40,500

財政局 課税課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成27年7月分）
871,179

財政局 課税課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度個人市・府民税（普通徴収）当初課税関係業務に係る労働者派遣（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年6月分）
2,663,645

財政局 課税課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成27年７月分）の支出について
5,648

財政局 課税課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託に係る経費の支出について（８月分）
4,860

財政局 課税課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に伴う支出について（７月分）
225,426

財政局 課税課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 平成27年度市民税・府民税所得状況照会はがき印刷の経費の支出について
342,474

財政局 課税課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 宅地利用状況一覧図印刷に係る経費の支出について
114,602

財政局 課税課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度六都市個人市民税担当係長会議への出席に係る管外出張旅費の支出について
18,324

財政局 課税課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）にかかる支出について（７月分）
138,225

財政局 課税課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大規模家屋評価関係資料保存用ＤＶＤ買入経費の支出について
3,715

財政局 課税課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 平成27年度市民税・府民税所得状況照会はがき用再剥離シール印刷の経費の支出について
138,218

財政局 課税課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成27年8月分）
40,500

財政局 課税課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度公的年金等支払報告書年別内訳一覧表パンチデータ作成処理業務委託（概算契約）（その３）の経費の支出について（２回目／全３回）
53,899

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（８月分）
9,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,134

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成27年9月分）
147,730

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
11,394

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（７月分）の支出について
640

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（9月分）
111,400

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用ゴム印１７点の買入に係る実施及び経費の支出について
8,937

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
5,000

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
840

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,420

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
5,421

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所収納対策担当滞納処分に係る管外出張命令について
2,280

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（10月）
133,840

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（9月分）
35,000

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 自治大学校税務専門課程第13期税務・徴収コース研修への職員の派遣に係る旅費の支出について
30,300

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度中央区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000
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財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
972

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納者への公売予告書送達について（岡山県）
12,300

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 病気休職職員主治医との面談に係る管外出張旅費の支出について（9月30日）
2,160

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成27年8月分)
3,960

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成27年8月分）
648

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（9月分）
220,708

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用紙めくりクリームほか９点消耗品買入経費の支出について
53,596

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
810

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
1,017

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度阿倍野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度住吉・住之江地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度西成税務署管内租税教育推進連絡協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度住吉・住之江地区租税教育推進協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度西成地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（８月分）
1,680

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（８月分）
9,372

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金９月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３３件）
130,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金９月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
116,831

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８５件）
8,520,420

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３６件）
149,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
86,618

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
766

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５７件）
6,004,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
98,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８９件）
4,301,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月03日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
69,929

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
17,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５２件）
4,596,806

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
426,245

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
152,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１０件）
155,542

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２１件）
4,713,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
5,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
67,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
7,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１５件）
5,377,283

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
14,654

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３件）
81,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
80,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４３件）
5,671,123

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
7,264

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８件）
95,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１４件）
40,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
84,691

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５８件）
5,304,327

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１１件）
29,700



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４７件）
116,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８６件）
8,277,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
78,473

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
17,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４８件）
795,110

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
27,337

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４１件）
232,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１６件）
73,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
366,294

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４６件）
7,232,688

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
30,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
6,842

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８２件）
2,250,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
6,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
225,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９６件）
15,800,586

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
7,817

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
162,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
136,751

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７８件）
11,391,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
29,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１４件）
29,264,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
22,532

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 倒産事案の売掛金差押にかかる管外出張旅費の支出について
28,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
26,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分８件）
30,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
3,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５８件）
5,489,062

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
234,567

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
38,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
143,623

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４８件）
2,888,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
22,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４９件）
947,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
393,283

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
70,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付２１０件）
992,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１３件）
204,725

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付７２２件）
114,095,500

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（9月分）
35,700

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
597

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所にかかる税務事務用ドキュメントスタンドほか２点買入の経費の支出について
13,806

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（８月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
684

都市計画局 都市計画課 平成27年09月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 国土利用計画法関係事務用　平成27年度土地対策全国連絡協議会会費の支出について
8,000

都市計画局 都市計画課 平成27年09月04日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定等関係事務用　平成２７年度７月分市内出張等旅費の支出について
18,442
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都市計画局 都市計画課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用平成27年度道路及び駐車場整備計画研修会に係る東京管外出張旅費の支出について
29,630

都市計画局 都市計画課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画広報連絡事務用　都市計画法規集　外１点　購入経費の支出について（上半期）
40,565

都市計画局 都市計画課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　関西高速道路ネットワーク推進協議会に係る分担金の支出について
531,756

都市計画局 都市計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用横浜市管外出張旅費の支払について
28,802

都市計画局 都市計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用　ファクシミリ用コピーキット購入経費の支出について
36,720

都市計画局 都市計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入経費の支出について（平成27年8月分）
86,076

都市計画局 都市計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　都市計画窓口システム用機器一式　長期借入経費の支出について（平成27年8月分)
34,452

都市計画局 都市計画課 平成27年09月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用　大阪市エリアマネジメント活動促進制度に基づく補助金の支出について（第２回目）
12,255,065

都市計画局 都市計画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用　国土交通省都市局都市計画課ほかとの打ち合わせにかかる東京都管外出張旅費の支出について（８月25日実施分）
29,630

都市計画局 交通政策課 平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 リニア中央新幹線全線同時開業推進協議会分担金の支出について
4,500,000

都市計画局 交通政策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報償費　報償金 「総合交通戦略検討調査」業務に係る受託者選定のための契約事務審査委員会業者選定委員会の委員の報償金等の支出について
99,608

都市計画局 交通政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費補助金の支出について（2回目）（平成26年度繰越し分）
40,526,768

都市計画局 交通政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費補助金の支出について（2回目）
10,252,508

都市計画局 総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（７月分）
22,326

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　局部長用プリンタトナーカートリッジ購入に伴う支出について
119,232

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
328

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（8月分）
61,314

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（8月分）
172,929

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（8月分）
80,779

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について（8月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,312

都市計画局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,810

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（8月分）
8,324

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（8月分）
19,700

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（8月分）
34,329

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（8月分）
122,016

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（8月分）
53,773

都市計画局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（8月分）
11,572

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査にかかる郵送提出用封筒に使用する点字用透明シールの購入について
12,960

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用管外出張旅費の支出について【近畿都市統計協議会第２回理事会(8/18)】
3,680

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査にかかる消耗品（シャープペン外36点）の購入経費の支出について
261,478

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査調査区要図の作成業務委託にかかる経費の支出について
1,976,400

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　光熱水費 平成27年国勢調査にかかる審査会場の電気使用料金の支出について（8月分）
2,685

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査審査会場用什器の借入の実施及び同経費の支出について（8月分）
67,500

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 平成27年国勢調査審査会場用什器の借入の実施及び同経費の支出について（8月分）
19,103

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年国勢調査にかかる審査会場の賃貸借料金の支出について（８月分）
751,084

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 人口分析事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
1,948

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 人口分析事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
420

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 人口分析事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
5,972

都市計画局 統計調査担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査オンライン調査用品の封入業務委託にかかる経費の支出について
10,823,847

都市計画局 うめきた整備担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 特別参与への相談にかかる旅費の支出について（８月３日実施分）
29,440

都市計画局 開発計画課 平成27年09月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金の支出について(7月分)
2,516

都市計画局 開発計画課 平成27年09月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金の支出について(7月分)
108

都市計画局 開発計画課 平成27年09月07日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度JR関西本線地下化事業にかかる上期負担分の支出について
287,842,000

都市計画局 開発計画課 平成27年09月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 御堂筋周辺（船場地区）の活性化のための具体的方策検討調査業務に係る業者選定委員会開催に伴う委員への報償金の支出について（平成27年8月11日開催分）
51,639

都市計画局 開発計画課 平成27年09月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM 大阪誘致に関する打合せのための出張旅費の支出について
59,260
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都市計画局 開発計画課 平成27年09月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN 大阪誘致に関する打合せに伴う出張旅費の支出について
29,300

都市計画局 開発計画課 平成27年09月09日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用　市内出張交通費等の支出について（7月分）
5,842

都市計画局 開発計画課 平成27年09月09日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用　市内出張交通費等の支出について（7月分）
2,444

都市計画局 開発計画課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN 大阪誘致に関する打合せに伴う出張旅費の支出について
59,260

都市計画局 開発計画課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN 大阪誘致に関する打合せに伴う出張旅費の支出について
29,792

都市計画局 開発計画課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（７月分）
23,251

都市計画局 開発計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用　国家戦略特区に関する打ち合わせ等の出張命令について（8月20日分）
29,440

都市計画局 開発計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　市内出張交通費等の支出について（7月分）
4,362

都市計画局 開発計画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用　市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　７月分）
11,482

都市計画局 開発計画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM 大阪誘致に関する打合せに伴う出張旅費の支出について（9月4日実施分）
87,690

都市計画局 開発計画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（８月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入の実施及び同経費の支出について（８月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（8月分）
17,233

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金等の支出について（8月分）
7,102

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（8月分）
237,600

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（9月分）
108,000

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 負担金、補助及交付金　分担金 公共用地先行取得事業用平成27年度湊町開発協議会共同管理運営費の支出について（上期分）
3,533,054

都市計画局 開発計画課 平成27年09月30日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 負担金、補助及交付金　分担金 公共用地先行取得事業用平成27年度湊町地区開発協議会分担金の支出について
937,600

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 第44回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
48,600

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（７月分）
23,268

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 第44回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
172,872

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 第44回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
7,430

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　問答式　都市計画・開発法規の実務 外１点の概算買入について
3,855

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 第44回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について
1,100

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　ゴム印６点の購入経費の支出について
4,514

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（８月分）
6,364

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市統合型GIS運用促進事業用　GIS研修受講料の支出について（平成27年８月４日～６日受講分）
77,760

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（８月分）
619,056

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入にかかる使用料の支出について（8月分）
322,920

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（8月分）
172,800

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市都市景観委員会　第１６回都市景観資源検討部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
57,624

都市計画局 開発誘導課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 大阪市都市景観委員会　第１６回都市景観資源検討部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,990

都市計画局 建築企画課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（８月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
100,965

都市計画局 建築企画課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（８月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,570

都市計画局 建築企画課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会８月定例会）の支出について
600

都市計画局 建築企画課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２７年度（７月分）　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
165,060

都市計画局 建築企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　公開空地の利活用調査にかかる横浜市及び東京都出張旅費の支出について（平成27年８月26日分）
29,940

都市計画局 建築企画課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務用　平成２６年度建築基準行政年報の印刷にかかる経費の支出について
43,848

都市計画局 建築企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（７月分）の支出について
43,637

都市計画局 建築企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリ使用料の支出について　（平成27年8月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建設リサイクル法届出済シール等印刷にかかる経費の支出について
35,640

都市計画局 建築企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
57,583

都市計画局 建築企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務用　建設リサイクル法届出済シール等印刷にかかる経費の支出について
57,240

都市計画局 建築企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（８月分）の支出について（相談用）
10,861

都市計画局 建築企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築基準行政事務用　切手の購入にかかる経費の支出について
4,100

都市計画局 建築企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２７年度（８月分）　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
165,060

都市計画局 建築企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築審査会事務用　第６２回全国建築審査会長会議にかかる会議負担金の支出について
10,000

都市計画局 建築確認課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（8月分）の支出について
140,400
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都市計画局 建築確認課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（8月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（8月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（8月分）の支出について
64,692

都市計画局 監察課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
4,080

福祉局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年７月分コピー代金の支出について（２台分）
47,480

福祉局 総務課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年７月分コピー代金の支出について（２台分）
55,586

福祉局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用市内出張旅費（７月分）の支出について
2,364

福祉局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 民生保健委員会行政視察への随行経費の支出について
35,790

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
176,251

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
370,761

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
207,576

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
2,808

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
53,330

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２４年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
10,108

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
235,695

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
7,560

福祉局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 沖縄「なにわの塔」慰霊追悼式・世代間交流平和学習事業に関する分担金の支出について
1,577,082

福祉局 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　感謝状用額縁外３点買入経費の支出について
29,311

福祉局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22)一般事務用　視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
27,687

福祉局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
44,582

福祉局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
132,332

福祉局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成27年8月分）
932

福祉局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（介護保険課・再リース）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
615

福祉局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局船場分室一般事務用　タブレット端末を活用したリモートコントロールシステムにおける社会福祉法人指導・監査業務の実施及び同経費の支出について（使用料８月分）
854

福祉局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度社会福祉施設指導監査の実施に係る出張旅費の支出について（救護施設「角川ヴィラ」ほか２施設）
11,780

福祉局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
27,720

福祉局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
7,344

福祉局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
6,510

福祉局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
5,460

福祉局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（７月分）
31,218

福祉局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成27年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
716,644

福祉局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（９月分）
687,569

福祉局 総務課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（７月分）
36,548

福祉局 総務課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（９月分）
804,959

福祉局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室一般事務用　タブレット端末運用費用の支出について（通信費及び使用料８月分）
3,998

福祉局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度福祉局文書等逓送業務委託料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
57,226

福祉局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局船場分室一般事務用　タブレット端末運用費用の支出について（通信費及び使用料８月分）
108

福祉局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２７年度福祉局文書等逓送業務委託料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
114,453

福祉局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（労働時間・休日・休暇管理の手引）の購入に係る経費の支出について
4,186

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度　社会福祉施設・法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第１回、第２回実施分）
276,301

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度　社会福祉施設・法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第１回、第２回実施分）
11,280

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成27年8月コピー代金の支出について（13台分）
351,149

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　チューブファイル外９点の購入にかかる経費の支出ついて
23,760

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（８月分）
40,399

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（８月分）
4,496

福祉局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（８月分）
5,708

福祉局 総務課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（８月分）
47,296

福祉局 総務課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（８月分）
6,682
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福祉局 経理・企画課 平成27年09月01日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金及び子育て臨時特例給付金支給システムのシステム構築・運用保守等業務委託経費の支出について（７月３１日納品分）
28,603,476

福祉局 経理・企画課 平成27年09月03日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（９月３日支給分）
488,430,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（７月分）
6,420

福祉局 経理・企画課 平成27年09月04日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業用　窓あき封筒の購入及び同所要経費の支出について（７月分）
7,220,988

福祉局 経理・企画課 平成27年09月04日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（７月分）
58,451

福祉局 経理・企画課 平成27年09月04日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（７月分）
8,810,916

福祉局 経理・企画課 平成27年09月08日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（９月８日支給分）
462,384,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の実施及び同所要経費の支出について（７月分）
6,452,582

福祉局 経理・企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「厚生法規総覧追録（４７２４～４７３４号）」買入にかかる経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（８月請求分その２）の支出について
8,302

福祉局 経理・企画課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（９月１５日支給分）
307,722,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第１回）
114,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（８月分）
216

福祉局 経理・企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（８月分）
4,400

福祉局 経理・企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（８月分）
25,452

福祉局 経理・企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「問答式　社会福祉の法律実務　追録（110号）」買入に係る経費の支出について
4,609

福祉局 経理・企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　朱肉ほか１０点の購入及び経費の支出について
37,864

福祉局 経理・企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　レバーファイルほか３点の買入及び経費の支出について
70,200

福祉局 経理・企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　複写機用ステープラー針ほか２点の買入及び経費の支出について
63,158

福祉局 経理・企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　スチール棚ほか３点の借入及び経費の支出について（８月分）
97,920

福祉局 経理・企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（８月分）
1,200

福祉局 経理・企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（８月分）
2,614,798

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（８月分）
155,783

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（８月分）の支出について
21,260,179

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（８月分）の支出について（料金後納郵便分）
5,578,015

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
8,721,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（８月分）
639,252

福祉局 経理・企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金（施設関連）の支給に係る経費の支出について（８月分）
198,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（８月分）
1,760

福祉局 経理・企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（８月分）
121,251

福祉局 経理・企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（８月分）
19,116

福祉局 経理・企画課 平成27年09月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（９月２８日支給分）
385,518,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（８月分）
45,161

福祉局 経理・企画課 平成27年09月29日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（９月２９日支給分）
331,950,000

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（８月分）
52,366

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　非課税通知及び臨時福祉給付金申請勧奨通知同封案内外２点の印刷及び同経費の支出について
438,480

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　印刷製本費 臨時福祉給付金支給事務用　非課税通知及び臨時福祉給付金申請勧奨通知同封案内外２点の印刷及び同経費の支出について
546,480

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（９月請求分）の支出について
544,205

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな：８月分）
688,284

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（ＵＦＪ：８月分）
447,768

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ：８月分）
151,524

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：８月分）
345,600

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（８月分）
81,544,696

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の実施及び同所要経費の支出について（８月分その２）
617,355

福祉局 経理・企画課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第２回）
270,000

福祉局 地域福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度社会福祉施設等従事者表彰及び地域福祉推進功労者表彰におけるハガキ購入経費の支出について
10,296

福祉局 地域福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（認定番号：261-21　第３回請求分）
104,610

福祉局 地域福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（認定番号：261-21　第２回請求分）
127,272
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福祉局 地域福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 民生委員・児童委員の公務災害にかかる療養補償費の支出について　　　　　　　　　　（認定番号：261-21　第４回請求分）
13,290

福祉局 地域福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度大阪市緊急援護資金貸付事業委託料の支出について（第３四半期分）
8,040,662

福祉局 地域福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度福祉ボランティアコーディネーション事業にかかる委託料の支出について（第3四半期）
2,590,380

福祉局 地域福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度地域福祉活動支援事業交付金の支出について（第３四半期分）
413,471,653

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る委託料の支出について（第３四半期分）
132,177,308

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（８月分）
906,183

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
3,288,750

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
27,302,250

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（８月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（８月分）
6,730,400

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（８月分）
744,411

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（８月分）
1,661,882

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 生活保護施設整備費 委託料　委託料 平成27年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務３（生活保護実施要領の改正等に伴うシステム改修）に係る所要経費の支出について（完納分）
16,231,320

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（生活保護法一部改正に伴うシステム改修外２件）に係る所要経費の支払について（塾代助成事業分）第１回中間払い
38,416,680

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（８月分）
1,010

福祉局 地域福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２７年度社会福祉研修・情報センター運営費の支出について（第３四半期分）
1,839,500

福祉局 地域福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,344

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（７月分）
58,296

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（８月分）
432

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度民生委員・児童委員活動推進事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
3,293,900

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度　各区民生委員協議会交付金の支出について（第３四半期分）
33,218,048

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（８月分）
432

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（８月分）
2,592

福祉局 地域福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（８月分）
864

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年９月分）
16,911,303

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年９月分）
5,609,695

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年９月分）
35,140

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年９月分）
5,400

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年９月分）
606,732

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：２）の支出について
287,874

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：１）の支出について
409,698

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：４）の支出について
190,026

福祉局 保護課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：３）の支出について
271,674

福祉局 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（７月分）
558

福祉局 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（７月分）
27,893

福祉局 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（７月分）
122,420

福祉局 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（７月分）
1,470,512

福祉局 保護課 平成27年09月02日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（７月分）
7,438

福祉局 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「総合福祉Ａ４改ざん防止用紙　ほか４点」の印刷及び同所要経費の支出について（第１回納品分）
1,673,524

福祉局 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 補償、補填及賠償金　賠償金 破産法第１６２条に係る生活保護法第７８条に基づく費用徴収金の還付に伴う遅延損害金の支払いについて
101,961

福祉局 保護課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業及び身近な地域での日本語教育支援事業）委託経費の支出について（第２四半
期分） 2,265,057

福祉局 保護課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第２四半期分）
5,650,549

福祉局 保護課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（７月分）
97,200

福祉局 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２７年９月概算分）の支出について
55,009,717
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福祉局 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２７年７月追給分）の支出について
2,437,423

福祉局 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２７年７月追給分）の支出について
1,539,881

福祉局 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２７年９月概算分）の支出について
206,486,728

福祉局 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
27,020

福祉局 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
45,690

福祉局 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設角川ヴィラ）
3,880

福祉局 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用封筒の買入にかかる経費の支出について（第１回納品分）
6,202,807

福祉局 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる委託料の支出について（７月分）
2,778,300

福祉局 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる委託料の支出について（７月分）
2,646,000

福祉局 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２７年９月分の支出について
9,275,000

福祉局 保護課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（７月分）の支出について
18,820

福祉局 保護課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（６月分）の支出について　保護グループ
1,240

福祉局 保護課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（６月分）の支出について　保護グループ
16,800

福祉局 保護課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度社会福祉施設指導監査にかかる出張について（湖西３施設）
7,200

福祉局 保護課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 心理判定業務用ＷＡＩＳ－Ⅲ成人知能検査記録用紙セット（ワークブック付）他１点の買入及び同所要経費の支出について
214,056

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年７月審査分
427

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料平成２７年８月審査分の支出について
29,830

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費平成２７年８月審査分の支出について
1,675,029

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２７年８月審査分の支出について
6,337,260

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年７月審査分
251,489

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月分保護費、７月作業分）の支出について
1,187,622

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる支出について（８月分）
272,808

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる経費の支出について（８月分）
374,436

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２７年８月審査分の支出について
486,578,122

福祉局 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年８月審査分（追加払い）の支出について
14,633,408

福祉局 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 生活保護施設事務用 もと救護施設愛隣寮における電気代（８月分）の支出について
13,240

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
3,456

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について
7,493

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２７年８月申請分）
191,440

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　６
6,156

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　５
1,944

福祉局 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２７年９月審査分）
22,450,822

福祉局 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用納入通知書発送用封筒の買入にかかる経費の支出について
339,368

福祉局 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「入院患者日用品費受領書等返送用封筒」の印刷にかかる経費の支出について
995,349

福祉局 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（９月分）　　　　　　　（淀川寮救護、淀川寮更生、大淀寮救護、大淀寮更生、港晴寮、第２港晴寮）
111,109,420

福祉局 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２７年７月分）
1,393,800

福祉局 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護指導調査等事業用「保護記録（ケースファイル）外１点」の買入にかかる経費の支出について
1,182,060

福祉局 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成27年度生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成２７年８月点検依頼分）
3,483,491

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成27年7月申込分)
71,820

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料平成２７年８月審査分の支出について
67,187

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬平成２７年９月審査分（概算払い）の支出について
17,141,000

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する９月分報酬及び交通費の支出について
57,624

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する９月分報酬及び交通費の支出について
2,400

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 適正化推進チーム強化事業用自民党「生活困窮者を支援する勉強会」にかかる出張旅費の支出について
57,680

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 指導調査等経費用生活保護事務関係帳票（オンライン帳票）の印刷及び同所要経費の支出について
2,756,063

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「生活保護手帳２０１５年度版　外１件」買入にかかる経費の支出について
4,076,946

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（９月分）
5,367

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（８月分）の支出について
16,471
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福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
1,358,598

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月分：４）の支出について
126,360

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月分：３）の支出について
201,042

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月分：１）の支出について
292,410

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料平成２７年８月審査分の支出について
22,838,358

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託料の支出について（概算契約）８月作業分
682,244

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１０月分）の支出について
6,847,716,912

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１０月分）の支出について
3,454,454,018

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１０月分）の支出について
56,634,602

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬平成２７年９月審査分（概算払い）の支出について
10,952,774,152

福祉局 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１０月分）の支出について
38,234,220

福祉局 保険年金課 平成27年09月01日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　９月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（８月正常分娩）
37,170

福祉局 保険年金課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（８月正常分娩）
72,771,076

福祉局 保険年金課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料減免申請書送付状（３割軽減）ほか５点の作成にかかる所要経費の支出について
60,911

福祉局 保険年金課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料減免申請書送付状（３割軽減）ほか５点の作成にかかる所要経費の支出について
667,743

福祉局 保険年金課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料減免申請書送付状（３割軽減）ほか５点の作成にかかる所要経費の支出について
268,007

福祉局 保険年金課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６、７月分・第１回）
5,589,656

福祉局 保険年金課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（７月分）
177,196

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（７月分）
1,920

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（７月分）
7,896

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年7月分コピー代金の支出について
13,029

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（７月分）
66,867

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（７月分）
28,123

福祉局 保険年金課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年7月分コピー代金の支出について
8,687

福祉局 保険年金課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第５期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,739,441,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第５期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
248,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第５期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,295,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第５期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
256,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第５期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,384,762,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（７月分・第１回）
12,799,046

福祉局 保険年金課 平成27年09月09日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年８月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
469,300

福祉局 保険年金課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（９月分）
2,180,138,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２７年度後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（９月１０日支払　過年度減額更正分）
115,400

福祉局 保険年金課 平成27年09月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（９月１０日支払分）
3,619,316

福祉局 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国保被保険者資格証明書用封筒買入における経費の支出について
154,440

福祉局 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 特定健診結果通知同封ビラの印刷にかかる所要経費の支出について
317,736

福祉局 保険年金課 平成27年09月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成27年度　後期高齢者医療制度簡易申告書送付用封筒作成の所要経費の支出について
81,216

福祉局 保険年金課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（８月分）
13,871,729

福祉局 保険年金課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（８月分）
6,515,918

福祉局 保険年金課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（８月分）
8,510,460

福祉局 保険年金課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（８月追加分）
2,125

福祉局 保険年金課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（７月末日締分）
58,800

福祉局 保険年金課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年８月分）
105,779,673

福祉局 保険年金課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費負担
金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（平成２７年８月分）
135,866

福祉局 保険年金課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年８月分）
6,485,914

福祉局 保険年金課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（６、７月分・第２回）
1,657,296

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：９月審査概算払分）
181,022,033
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福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：８月審査概算払追給分）
3,338,203

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：９月審査概算払分）
266,736,790

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：９月審査概算払分）
106,580,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（調剤　8月分）
33,440,940

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（８月異常分娩）
31,080

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（レセ電　8月分）
631,607

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（柔整　8月分）
2,330,532

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（8月審査分）
31,367,455

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（9月概算払分）
7,350,408,576

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（8月概算払追給分）
54,764,257

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（8月決定分）
483,321,413

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（8月決定分）
1,850,706,045

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（8月決定分）
9,924

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（８月異常分娩）
56,173,503

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（8月審査分）
519,035,750

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（8月審査分）
981,329

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（8月決定分）
12,801,766

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（8月決定分）
77,148,242

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第5期分）
863,834,153

福祉局 保険年金課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第5期分）
7,252,436,951

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（８月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(９月決定分)
3,416,560

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
74,234

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：９月決定分）
3,147,612

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：９月決定分）
2,278,697

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）健康保険法令通達要覧　追録125号　外１点 の買入及び経費の支出について
8,769

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 城東区役所外１施設における国民健康保険等システム用端末機の期間移設に係る接続及び疎通・動作確認業務の経費の支出について
164,160

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（６月・７月点検分）
11,372,462

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国保充当通知書ほか５点の印刷及び同所要経費の支出について（１回目）
1,359,061

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
137,071

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
10,003,381

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
203,439

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
610,786

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る８月分（６月施術・一般）の支出について
97,448,835

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る８月分（６月施術・退職）の支出について
3,051,101

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度中央区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（８月分）
3,144,050

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
2,198,086

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（８月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,150,964,196

福祉局 保険年金課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
3,654,406

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（８月審査分）
78,960

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：８月審査分）
1,774,880

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（８月分）
3,958,628

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：８月審査分）
5,613,840

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：８月審査分）
1,643,360

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：８月審査分）
62,400

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：８月審査分）
149,360

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　窓あき共通封筒ほか１４点の買入にかかる所要経費の支出について（医療助成事業用）（第２回目）
5,724

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２７年７月分）
12,015



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２７年９月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
194,380

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（12回目）
134,390

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
83,655

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書封入封緘業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
117,494

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の支出について
24,354

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（８月分）
73,066

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（８月分）
96,909

福祉局 保険年金課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の支出について
44,930

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 第５３回全国都市国民年金協議会への出席及び同所要経費の支出について
24,300

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
77,760

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 短期証等交付事務用　国保被保険者資格証明書臓器提供シール印刷における経費の支出について
123,282

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 短期証等交付事務用　国保被保険者資格証明書(オンライン分)外２点印刷及び同所要経費の支出について
358,003

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（８月分）
110,077

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
103,039

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）のリース料の支出について（８月分）
43,999

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
272,429

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度北区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（７月分）
3,768,444

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年８月審査分特定健康診査等委託料の支出について
75,407,947

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年８月審査分特定健康診査等委託料（代行入力分）の支出について
136,952

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年８月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
2,096,063

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）ほか１件の印刷にかかる経費の支出について（８月納品分）
480,384

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
336,646

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度事務参考用　高齢者医療確保法ハンドブック追録（５３－５４）の購入及び同経費の支出について
7,344

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用料金受取人払い郵便料金の支出について（H27年7,8月分）
194

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２７年度後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（９月２５日支払　過年度減額更正分）
87,900

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（９月２５日支払分）（歳出還付）
2,546,098

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（８月分）
177,120

福祉局 保険年金課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（８月分）
885,600

福祉局 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（平成27年８月分）
7,036

福祉局 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（平成27年８月分）
112,792

福祉局 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　窓口更新通知書外２点印刷にかかる所要経費の支出について
202,176

福祉局 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（８月分）
203,774

福祉局 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２７年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について（８
月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（８月分）
32,616

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（８月分）
41,689

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（８月分）
108,032

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（８月分）
17,377
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福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務に係る所要経費の支出について（８月分）
343,576

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる支出について（８月分）
1,317

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（８月分）
62,119

福祉局 保険年金課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（８月分）
28,127

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）年金相談事例集追録２０６号～２０７号の買入及び経費の支出について
255,960

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）年金相談事例集追録２０８号～２１０号の買入及び経費の支出について
265,680

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（８月分）
127,300

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（８月分）
32,508

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：８月審査分）
1,291,776

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：９月審査概算払分）
118,508,218

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（８月分）
810

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：８月審査分）
407,808

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（９月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（９月審査概算払分）
30,745,942

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）国民健康保険事務提要　追録336-345号　の買入及び経費の支出について
38,880

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２７年８月分）
218,002

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（８月分）
2,522

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険第三者行為損害賠償求償事業委託料の支出について（前期）
6,041,202

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
441,142

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
195,750

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
200,384

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診受診券郵送料及び特定健診にかかる結果通知表郵送料（８月分）の支出について
1,068,326

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（８月分）
181,251

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度都島区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（８月分）
1,763,640

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 医療費通知同封用ビラの印刷にかかる経費の支出について
595,641

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 多受診者・頻回受診者健康教育啓発事業用リーフレットの印刷にかかる経費の支出について（１回目）
40,450

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（２７．８月分）
5,188,885

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（５、６、８月分・第１回）
4,220,498

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（８月分）
66,571

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　印刷製本費 平成２７年度　後期高齢者医療保険料決定通知書同封ビラ（年次）ほか３点の印刷及び所要経費の支出について（第３回目）
31,579

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２７年度　後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（８月分）
7,212

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療徴収員証ほか２点の所要経費の支出について
12,463

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（８月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,658,252,822

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
68,200

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
52,962

福祉局 保険年金課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
388,815

福祉局 自立支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払８月分）の支出について
226,246

福祉局 自立支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払８月分）の支出について
562,464

福祉局 自立支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払８月分）の支出について
2,798,330

福祉局 自立支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室５月分）
7,969

福祉局 自立支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター７月分）
13,440

福祉局 自立支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室７月分）
17,004

福祉局 自立支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張にかかる出張旅費の支出について（８月１１日分）
2,680

福祉局 自立支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　管外出張にかかる出張旅費の支出について（８月１１日分）
2,840

福祉局 自立支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（７月分）
33,938

福祉局 自立支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 全国自治体ホームレス対策連絡協議会国家要望活動にかかる出張旅費の支出について
29,640

福祉局 自立支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金（民間賃貸住宅、９月月中支払分）の支出について
286,100

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
122,361
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福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
16,228

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
22,684

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）８月分の支出について
204

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）８月分の支出について
1,944

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
36,145

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
158,486

福祉局 自立支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
16,696

福祉局 自立支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（８月分）
1,112,400

福祉局 自立支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（８月分）の支出について
37,723

福祉局 自立支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 報償費　報償金 平成２６年度大阪市立西成市民館指定管理者にかかる外部評価会議実施に伴う出席者（外部評価者）の報償金の支出について
33,466

福祉局 自立支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金にかかる扶助費の支出について（９月市営住宅分）
71,400

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成２７年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業委託契約にかかる支出について（第３四半期分）
5,663,500

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議への出席にかかる費用の支出について
28,830

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度ホームレス巡回相談事業委託料（第３四半期分）の支出について
24,500,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成２７年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業委託契約にかかる支出について（第３四半期分）
5,663,500

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成２７年度　自立支援センター西成管理運営等業務委託料の支出について（第３四半期分）
28,600,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成２７年度三徳生活ケアセンター事業委託契約にかかる支出について（第３四半期分）
33,816,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成２７年度　自立支援センター舞洲管理運営等業務委託料にかかる支出について（第３四半期分）
43,700,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金（民間賃貸住宅、９月月末支払分）の支出について
1,758,700

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度社会福祉法人大阪社会医療センター無料低額診療等事業にかかる補助金の支出について（第３四半期分）
88,000,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（８月分）の支出について（差出分）
246,317

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（８月分）の支出について（受取人払分）
44,880

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分の支出について
6,804,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分の支出について
2,600,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２７年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託契約にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
111,041,329

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２７年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託契約にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成２７年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託契約にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業６月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業７月分）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院7月分）
3,240

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央）委託料の支出について（前期分）
15,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院７月分）
15,200

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター7月分）
26,650

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（各地域）委託料の支出について（前期分）
49,200,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等８月決議分）
122,060

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度特別障がい者手当等給付費の支出について（８月決議分）
3,246,960

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 わがまちのやさしさ発見レポート募集用チラシ・ポスターの作成業務に係る支払いについて
48,600

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業７月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（７月分）
17,540,400

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（９月分）
22,720,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第２四半期分）
5,300,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度 市営交通料金福祉措置にかかる交付金の支出について【概算額（６月末実績繰入額）】
1,268,622,197

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（第３四半期分：平成２７年１０月～１２月分、２３区分）
77,206,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（８月分実績）の支出について
76,403,970

福祉局 障がい福祉課 平成27年09月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２７年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２７年９月分）
3,534,200

福祉局 障がい支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その５）
114,090

福祉局 障がい支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その２）
279,806
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福祉局 障がい支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて８月支払その２(４月～７月分）
103,498

福祉局 障がい支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る経費の支出について（７月分その２）【大阪市外分】
224,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２７年８月請求分）
151,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度障がい福祉サービス費の支出について（７月サービス・８月請求分）
320,977

福祉局 障がい支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度移動支援サービス費の支出について（７月サービス・８月請求分）
53,580

福祉局 障がい支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（７月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その８の①）
285,120

福祉局 障がい支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（７月請求分その２３の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて８月支払その３(４月～６月分）
6,900

福祉局 障がい支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて８月支払その４(４月～７月分）
4,600

福祉局 障がい支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第１四半期分）（７）
1,882,419

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度障がい支援区分認定調査（近接地）市内出張旅費の支出について（７月分）
20,692

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について（平成27年8月分　名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その４）
130,680

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その８の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その６）
257,340

福祉局 障がい支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（７月分）
18,144

福祉局 障がい支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（鶴見区第５・６号）
50,500

福祉局 障がい支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その７）
383,201

福祉局 障がい支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その９）
118,800

福祉局 障がい支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第１四半期分）（６）
89,176

福祉局 障がい支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（７月分）
15,340

福祉局 障がい支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１１）
370,350

福祉局 障がい支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい福祉サービス費の支出について（８月審査分）
4,229,976,701

福祉局 障がい支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい児給付費の支出について（８月審査分）
529,236,618

福祉局 障がい支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（８月審査分）
236,133,570

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１０）
222,090

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（淀キリ・第１四半期分）
132,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる経費の支出について（８月分その１）【大阪市外分）
149,600

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる経費の支出について（７月分その３）【大阪市外分】
34,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度障がい福祉サービス費の支出について（７月サービス・８月請求分その２）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（５）
6,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所事業における事業加算及び病床確保料の支出について（淀キリ・第１四半期分）
1,812,800

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（６）
78,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（４月～６月分）（８）
12,200

福祉局 障がい支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（８月支払(６月・７月分））その４
9,200

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１４）
238,785

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１３）
381,240

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１２）
237,600

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（７月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（８月受付分）
876,112

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（６月）
4,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（８月受付分）
977,296

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（６月分その１）【大阪市外分】
27,200

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（４月分）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（８月受付分）
4,369,408

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（８月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
393,167
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福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
138,074

福祉局 障がい支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（４）
63,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）８月提供分（６月診療７月審査）の支出について
21,308

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保７月診療分）
18,603,969

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（後期高齢）７月診療分（８月審査分）の支出について
529,480

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（国保）７月診療分（８月審査分）の支出について
19,662,049

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢７月診療分）
3,057,506

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（７月診療８月審査分）
1,062,321

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（７月診療８月審査分）
1,352,934

福祉局 障がい支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（７月診療８月審査分）
575,329

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,800

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１５）
379,185

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その３の②）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１６）
262,545

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保７月診療・８月審査分））
269,447

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（社保）8月審査分の支出について
1,155

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る経費の支出について（７月分その１）【大阪市外分】
20,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（７月診療８月審査分）
7,020

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保７月診療・８月審査分））
746,891,872

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（社保）７月診療分（８月審査分）の支出について
2,352,373

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（７月診療８月審査分）
7,315,625

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（４月～６月分）（９）
16,850

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて９月支払(４月～７月分）その１
18,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2705号）
47,610

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（旭区第５号）
8,500

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
521,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
412,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１８の①）
291,210

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（後期高齢・審手）8月審査分の支出について
864

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（８月審査分）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（８月審査分）
1,824

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢７月診療・８月審査分）
29,664

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（国保・審手）8月審査分の支出について
13,056

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保７月診療・８月審査分）
60,384

福祉局 障がい支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（８月審査分）
18,432

福祉局 障がい支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１９）
27,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１７）
241,245

福祉局 障がい支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（８月請求分その３の①口座不能分）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る支出について（８月分その２）【大阪市外分】
170,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）借入に係る経費の支出について（８月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２７年８月分）
3,226,447

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２７年８月分）
95,570

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度障がい支援区分認定調査（遠隔地）管外出張旅費の支出について（８月分）
2,640

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年8月分　その１）
369,507

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年8月分　その２）
126,339

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１）
258,810

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２の①）
193,125

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園8月分）
6,130,964
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福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（７月診療８月審査９月提供分）の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（８月分）
18,600

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設（措置費）の支出について（８月分）
59,519,424

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（８月提供分（７月分含む）
13,163,139

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２７年８月請求分）
1,797,310

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（８月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（９月支払(４月～８月分））
118,601

福祉局 運営指導課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成27年７月分）
854

福祉局 運営指導課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
35,619

福祉局 運営指導課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成27年８月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
3,998

福祉局 運営指導課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成27年８月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
108

福祉局 運営指導課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成27年８月分）
854

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～７月実施分）（５２回目）
500,800

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（7月分1回目）
26,688,682

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（２９回目）
1,835,069

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（３２回目）
360,622

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３１回目）
1,053,734

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分１回目）
460,886

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（４８回目）
1,055,856

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３３回目）
354,758

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（平成27年７月分）の支出について
31,104

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「高齢者医療・福祉法令解釈要覧」追録１６３～１６４号にかかる買入経費の支出について
9,483

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５１回目）
2,505,572

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３７回目）
354,138

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～５月実施分）（５回目②）
101,448

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分２回目）
1,993,504

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５７回目）
1,451,103

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５３回目）
522,060

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（３４回目）
305,584

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２７年７月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
58,721

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５６回目）
1,468,279

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分３回目）
3,398,099

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（３９回目）
351,658

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３６回目）
1,126,930

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（５４回目）
1,525,228

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５５回目）
1,601,096

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（7月分2回目）
8,326,216

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 （高齢福祉課事務用）大阪市高齢者施策のあらまし外１点印刷物の作成及び同経費の支出について
1,218,240

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 第１回大阪市生活支援コーディネーター事業研修講師依頼にかかる所要経費の支出について
4,640

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）老人福祉関係法令通知集平成２７年版の買入にかかる経費の支出について
36,666

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（５８回目）
618,180

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（４０回目）
1,756,430

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 認知症高齢者緊急ショートステイ事業受託法人選定会議に係る所要経費の支出について
51,659

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（５９回目）
1,097,448

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（平成２７年８月分）
624,456

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）２穴パンチ外１２点買入にかかる経費の支出について
43,848



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）２穴パンチ外１２点買入にかかる経費の支出について
10,713

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
10,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
20,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６０回目）
489,820

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（３５回目）
349,798

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（４２回目）
697,116

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６２回目）
494,120

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６１回目）
508,324

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（３８回目）
4,254,640

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４３回目）
739,132

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（７月分）
4,118,364

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（４１回目）
1,438,096

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分４回目）
1,173,703

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分５回目）
275,495

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４４回目）
355,378

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６３回目）
561,668

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（平成２７年８月分）
123,249

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６４回目）
1,060,880

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（平成２７年８月分）の支出について
28,728

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２７年８月分）
98,820

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（８月稼働分）の支出について
6,453,334

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（８月分）
185,183

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６５回目）
1,600,808

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４５回目①）
347,938

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（7月分3回目）
12,600

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（8月分1回目）
27,126,923

福祉局 高齢福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（８月稼働分）の支出について
3,932,010

福祉局 高齢施設課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度老人福祉措置費（やむを得ない措置）の支払いについて（８月請求分）
1,526,034

福祉局 高齢施設課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度老人保護措置費（やむを得ない措置費）７月請求分の口座振替不能分の再支出について
39,375

福祉局 高齢施設課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮８月概算分）
142,920

福祉局 高齢施設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度老人保護措置費の支出について（西宮市立寿園・８月分）
446,710

福祉局 高齢施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
2,929

福祉局 高齢施設課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（8月分）
43,200

福祉局 いきがい課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
578,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
474,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市港区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
290,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市都島区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
400,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立城東区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（８・９月分）
2,584,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気料金の支出について（８月分）
346,541

福祉局 いきがい課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金の支出について（空調分、８月分）
745

福祉局 いきがい課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金の支出について（給湯分、８月分）
745

福祉局 いきがい課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業優良老人クラブ表彰にかかる経費の支出について（記念品の購入）
34,128

福祉局 いきがい課 平成27年09月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 東淀川区老人福祉センター空調改修工事の実施並びに同所要経費の支出について
594,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　布粘着テープほか１１点買入にかかる経費の支出について
39,264

福祉局 いきがい課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（７月分）の支出について
14,787,962

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター指定管理予定者選定会議に係る経費の支出について
102,038

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 敬老優待乗車証対象者一覧国保応用用紙の経費の支出について
116,100
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福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（７月分）の支出について
604,685

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（８月分）経費の支出について
75,664

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（8月分）経費の支出について
13,655

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
290,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター上下水道使用料の支出について（９月分）
80,921

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市天王寺区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市天王寺区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市平野区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
290,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市浪速区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（敷津老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市北区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（本庄老人憩の家）
330,000

福祉局 いきがい課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金７月分）の支出について
405,977,721

福祉局 いきがい課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 平成２７年度大阪市高齢者福祉月間周知用ポスターの作成にかかる経費の支出について
30,240

福祉局 いきがい課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（８月分）の経費の支出について
36,023

福祉局 いきがい課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（８月分）の支出について
509,857

福祉局 いきがい課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　筆耕翻訳料 高齢者福祉月間事業優良老人クラブ表彰の実施及び同所要経費の支出について（市長感謝状筆耕）
12,960

福祉局 いきがい課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（９月分）
403,120

福祉局 いきがい課 平成27年09月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター管理費等の支出について（９月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
89,640

福祉局 介護保険課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000

福祉局 介護保険課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（7月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度6月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
1,584

福祉局 介護保険課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成27年度6月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
69,659

福祉局 介護保険課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（7月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　粘着テープ　外２９点の買入にかかる経費の支出について
90,709

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務（年金特別徴収経由事務手数料を含む）にかかる委託料の支出について（７月審査分）
3,968,742

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
15,260

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ゴム印の作成、及び同所要経費の支出について
972

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
3,240

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分【他】①）
74,520

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分【他】②）
32,400

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（７月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務（年金特別徴収経由事務手数料を含む）にかかる委託料の支出について（７月審査分）
164,124

福祉局 介護保険課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（７月分）
610

福祉局 介護保険課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（７月分）
4,520

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
110,160

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分【他】③）
45,360

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分④）
17,280

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑥）
93,028

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑤）
38,880

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分②）
9,720

福祉局 介護保険課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分③）
65,664

福祉局 介護保険課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（外国語版）翻訳・版下作成業務にかかる所要経費の支出について
505,838

福祉局 介護保険課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分【他】④）
48,600

福祉局 介護保険課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑨）
50,099

福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市税務事務システムリンケージ改修（介護法改正）業務委託に係る所要経費の支出について
2,453,220

福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
93,960

福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑧）
12,960
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福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑦）
77,760

福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑩）
49,680

福祉局 介護保険課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑪）
7,560

福祉局 介護保険課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第1回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
50,429

福祉局 介護保険課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
77,760

福祉局 介護保険課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（6月【他】②・口座振替不能分）
6,480

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（６月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（６月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
81,000

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度介護サービス等給付費の支払いについて（8月支給決定分）
61,712,349

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（8月支給決定分）
47,390,106

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（8月支給決定分）
120,638,745

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（8月支給決定分）
17,175,455

福祉局 介護保険課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、８月分還付金の支出について（口座、歳出）
872,749

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか７点の経費の支出について
257,040

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか７点の経費の支出について
499,645

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか７点の経費の支出について
34,166

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか７点の経費の支出について
105,948

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託のにかかる経費の支出について（８月分）
142,678

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、7月分年金保険者還付金の支出について（基礎年金：歳出）
2,325,628

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、8月分年金保険者還付金の支出について（基礎年金：歳出）
862,782

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、8月分年金保険者還付金の支出について（国民年金：歳出）
231,500

福祉局 介護保険課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、8月分年金保険者還付金の支出について（厚生年金：歳出）
183,128

福祉局 介護保険課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険法の実務　追録第１２７－１２９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者介護手続マニュアル　追録第５１－５２号の買入にかかる経費の支出について
14,900

福祉局 介護保険課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（７月分）
62,728,140

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（６月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（平成27年６月分）
5,778,841

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成27年８月審査分）
570

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成27年８月審査分）
66,700

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍介護保険の改正点（医療介護総合確保推進法の解説）にかかる経費の支出について
11,532

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（６月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
68,040

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分⑫）
13,586

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（7月分【他】⑤）
12,960

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査業務委託料の支出について(７月分)
835,920

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（平成27年６月分）
42,782,855

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センターにおける個人情報を含む廃棄文書の回収及び溶解処理業務にかかる所要経費の支出について
1

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年８月審査分）
16,431,673,511

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年８月審査分）
1,282,802,238

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成27年８月審査分）
293,900,633

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成27年８月審査分）
545,725,257

福祉局 介護保険課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成27年８月審査分）
16,941,754

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年8月分）の支出について
1,984

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用介護保険関係法令実務便覧追録第３００－３０９号の買入にかかる経費の支出について
276,480

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年8月分）の支出について
17,284

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（８月分
1,232,165

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターの複写データの賃貸借料の支出について（８月分）
17,850

福祉局 介護保険課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年8月分）の支出について
2,310
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福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（７月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（７月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険資格者証等用紙外８点（計９点）の作成にかかる経費の支出について
1,075,032

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料決定通知書ほか１１点の作成及び同所要経費の支出について
2,039,256

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
4,481,849

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
1,008,118

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
679,329

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
381,710

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（７月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（７月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（８月分）
28,789,298

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（８月分）
259,900

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
755,315

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
56,160

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（８月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（平成27年8月分）の支出について
3,890

福祉局 介護保険課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ゴム印の作成及び同所要経費の支出について
2,430

福祉局 介護保険課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（８月分）
35,640

福祉局 介護保険課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 介護給付費通知書同封ビラの作成にかかる経費の支出について
266,483

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（８月分）
25,385

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（8月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
12,980

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険審査判定用認定調査票外３点の作成及び経費の支出について（分納１回目）
1,607,040

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（8月分）
8,351,729

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（８月分）
187,933

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
78,840

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査業務委託に係る所要経費の支出について（８月分）
77,389,140

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（８月分）
54,432

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（8月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付金の支出について（口座、歳出）
2,232,520

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入および同所要経費の支出について（８月分）
32,863

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　７月分（追加）
6,060

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか２５点の買入経費の支出について
13,057

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか２５点の買入経費の支出について
35,284

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか２５点の買入経費の支出について
48,848

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 特定健康診査等代行入力にかかる手数料の支出について
432

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 弘済院事業用　非常用発電機用燃料購入及び経費の支出について
8,095

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　職員検診（風疹・麻疹検査）にかかる業務委託料の支出について
34,560

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 公課費　公課費 弘済院事業用　非常用発電機用燃料購入及び経費の支出について
3,049

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　もの忘れ外来の空調機修理について
21,708

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　木製チェア買入経費の支出について
109,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）平成２７年８月分
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　離床センサーマット・ポケット受信器修繕所要経費の支出について
28,512
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福祉局 弘済院管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 備品購入費　機械器具費 第２特養運営用・附属病院運営用　冷暖房機買入にかかる経費の支出について
216,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 第２特養運営用・附属病院運営用　冷暖房機買入にかかる経費の支出について
147,960

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
13,521

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
7,702

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
796,273

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
378,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
242,596

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 大阪市立弘済院　上下水道料金の支出について　８月分
543,736

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　日点アトロピン点眼液　外１点の買入及び同所要経費の支出について
10,638

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　平成２７年度第１～４回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（５～８月分）
65,012

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２７年８月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２７年８月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約（概算契約）経費の支出について（平成２７年８月分）
267

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約（概算契約）経費の支出について（平成２７年８月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
158,760

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 第２特別養護老人ホーム事務室ドアノブ交換及び鍵作成等作業経費の支出について
13,800

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　スチームコンベクションオーブン修繕経費の支出について
73,548

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　平成２７年度「介護サービス情報の公表」制度の公表手数料の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第１７回日本骨粗鬆症学会参加にかかる旅費の支出について
38,100

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　第１７回日本骨粗鬆症学会参加にかかる経費の支出について
10,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ＤＶＤ購入にかかる経費の支出について（放射線科）
1,134

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　自動分析装置修繕にかかる経費の支出について
28,814

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（７月分）
117,817

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
152,070

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　平成27年度（第43回）臨床検査精度管理調査参加にかかる経費の支出について
40,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　備品修繕料 大阪市立弘済院　吸収式冷温水機修繕の所要経費の支出について
73,133

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物等収集処理業務委託（単価契約）の委託料の支出について　（平成２７年８月分）
8,910

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）経費の支出について（平成２７年８月分）
50,803

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
3,100,707

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（８月分）
2,366,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金８月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ドリンクブレンダー容器買入にかかる経費の支出について
19,008

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
3,047,986

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（８月分）
19,262

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
4,795

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
18,151

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成27年度大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（平成２７年８月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年８月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成27年度大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（平成２７年８月分）
1,796,580

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について　８月分
2,040

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
9,180

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（８月分）
5,652

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年８月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
874

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（８月分）
11,188

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
240,796

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年８月分）
663,975
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福祉局 弘済院管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立弘済院敷地内法面復旧工事にかかる経費の支出について
324,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２７年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成２７年８月分）
269,493

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２７年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成２７年８月分）
228,888

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成２７年度　大阪市立弘済院附属病院　医療事務業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（８月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　一級漏電火災警報器用受信ユニットＡＧＤほか６点の買入経費の支出について
67,759

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　ごみ袋　ほか１５点の買入経費の支出について
3,704

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年８月）
3,885

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 備品購入費　機械器具費 弘済院事業用　高圧洗浄機の買入及び経費の支出について
65,880

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（８月分）
101,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（高吸収タイプ）買入（単価契約）の支出について（８月分）
28,513

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ごみ袋　ほか１５点の買入経費の支出について
55,804

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について（８月分）
90,132

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（大きいタイプ）買入（単価契約）の支出について（８月分）
14,256

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について（８月分）
73,486

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年８月）
3,621

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（８月分）
39,787

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
119,529

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について（８月分）
157,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ごみ袋　ほか１５点の買入経費の支出について
23,112

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　レーザープリンタスタンドの買入及び同所要経費の支出について
12,420

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　一級漏電火災警報器用受信ユニットＡＧＤほか６点の買入経費の支出について
6,480

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年８月）
43,798

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
71,986

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（８月分）
58,975

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（８月分）
2,246

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ゴム印３点、外１１点　買入及び同所要経費の支出について
15,444

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　ＳＴフィルター　買入及び同所要経費の支出について
86,832

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（８月分）
10,285

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（平成２７年９月分）
26,062

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院高圧架空電線保安処置業務委託契約の所要経費の支出について
990,360

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 大阪市立弘済院　任期付職員募集にかかる就職説明会ブース出展募集業務実施にかかる経費の支出について
216,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　ポケット受信器用防滴ケース買入経費の支出について
1,036

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費８月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費８月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
21,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費８月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
21,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
37,422

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
3,132

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
28,728

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第３４回日本認知症学会学術集会への参加経費の支出について
12,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
283,608

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
140,648

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
1,432,998

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
1,062,460

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
3,103,050

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
1,596,911

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
141,523

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
326,332
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福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
278,964

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
939,058

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
599,346

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
36,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
257,091

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
105,089

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
141,793

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　ボナロン経口ゼリー　の買入経費の支出について
24,513

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇ　ＰＴＰ）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
175,219

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
730,798

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
1,491,534

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　被服費 附属病院運営用　男子診察衣外１３点買入経費の支出について
753,440

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（８月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（８月分）
5,778

福祉局 診療所 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第１２４回中部日本整形外科災害外科学会への出席に伴う出張及び同所要経費の支出について
30,980

福祉局 診療所 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第６２回日本小児保健協会学術集会への出席に伴う出張及び同所要経費の支出について
45,690

福祉局 診療所 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（７月分）
16,333

福祉局 診療所 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（７月分）
3,129

福祉局 診療所 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 診療所業務用診察用電子血圧計　外３０点の購入経費の支出について
278,823

福祉局 診療所 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成27年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（８月分）
19,364

福祉局 管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用文具一式買入にかかる経費の支出について
90,714

福祉局 管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター訪問診断事業用車両にかかる定期点検整備（法定12か月点検）経費の支出について
8,640

福祉局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター訪問診断事業用車両にかかる定期点検整備（法定6か月点検）経費の支出について
5,400

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理業務用水処理剤の買入経費の支出について
77,760

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年8月分）
11,738

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年8月分）
24,000

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年8月分）
3,100

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
246

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
7,019

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年8月分）
1,020

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
600

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
6,168

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
11,629

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
11,070

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度　心身障がい者リハビリテーションセンター産業廃棄物（収集・運搬及び処理）業務委託にかかる支出について
50,652

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度　心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（８月分）
15,104

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託にかかる支出について（８月分）
408,240

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について（8月分）
7,980

福祉局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（７月分）
5,030

福祉局 管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（８月分）
12,342

福祉局 管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（８月分）
12,099

福祉局 管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（８月分）
1,911

福祉局 相談課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 更生相談判定事業用　第１回補装具判定専門員会参加及び同所要経費の支出について
28,900

福祉局 相談課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（愛徳福祉会・大阪発達総合療育センターあさしお園分）【９月分】
1,170,000

建設局 管理部管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２７年度７月分）の支出について
11,422

建設局 管理部管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（8月分）
15,573

建設局 管理部管理課 平成27年09月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（扇町通地下駐車場他９箇所）
496,277

建設局 管理部管理課 平成27年09月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（宮原地下駐車場他10箇所）
273,310



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報
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建設局 管理部管理課 平成27年09月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（８月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２７年８月分）の支出について
7,254

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 公課費　公課費 有料道路事業会計にかかる平成26年度課税期間分の消費税および地方消費税の確定納付について
552,900

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（８月分）大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（８月分）ＡＴＣ分
7,776

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）長居公園地下駐車場
148,545

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
637,553

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）ＯＣＡＴ駐車場
41,589

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）中央区役所駐車場等
70,184

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）ＡＴＣ駐車場
11,545

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(８月分）船場パーキング
373,200

建設局 管理部管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成26年度課税期間分の消費税および地方消費税の確定納付について
119,424,300

建設局 測量明示課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 測量業務用インスタントセメント買入経費の支出について
45,360

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
218,885

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２７年１０月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
4,750

建設局 測量明示課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
1,120

建設局 測量明示課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
48,384

建設局 測量明示課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度（契約分）小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度（契約分）小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量業務用充電式ハンマードリルほか４点買入経費の支出について
337,176

建設局 測量明示課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 測量業務用コート紙買入経費の支出について
69,120

建設局 測量明示課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 測量業務用充電式ハンマードリルほか４点買入経費の支出について
202,824

建設局 路政課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２７年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
7,834

建設局 路政課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 道路不正使用防止啓発用リーフレット印刷に係る経費の支出について
55,296

建設局 路政課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度南港保管所特別管理産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について
42,120

建設局 路政課 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（７月分）
7,637

建設局 路政課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 高圧ガスボンベ処分業務委託に係る経費の支出について
251,640

建設局 路政課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路占用許可事務用　窓あき封筒買入経費の支出について（その２）
105,019

建設局 路政課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（平成２７年８月分）
6,502

建設局 路政課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（2008年度）一式長期借入（再リース）の支出について（８月分）
12,312

建設局 路政課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　道路管理システム対応端末機器等　長期借入（再リース）の支出について（８月分）
150,120

建設局 路政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（８月分）の支出について
940

建設局 路政課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（８月分）
2,881

建設局 路政課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（８月分）の支出について
21,754

建設局 路政課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（８月分）の支出について②
10,702

建設局 路政課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（８月分）の支出について①
24,154

建設局 自転車対策課 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度道路及び駐車場整備計画研修会への参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,640

建設局 自転車対策課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度 専門課程 道路交通安全[歩行者・自転車コース]研修への参加にかかる管外出張旅費の支出について
35,410

建設局 自転車対策課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車ネットワーク計画策定に関わる有識者会議委員への事前説明にかかる管外出張旅費の支出について
14,240

建設局 自転車対策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 第１回「自転車通行環境整備に関する検討会議」にかかる委員報償金の支出について（平成27年８月24日開催分）
90,585

建設局 自転車対策課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（８月分）
27,995,042

建設局 自転車対策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（８月分）
17,130
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建設局 自転車対策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支出について（８月分）
19,828

建設局 自転車対策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 平成27年度大阪市立有料自転車駐車場指定管理予定者等選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成２７年７月３０日開催分）
16,873

建設局 自転車対策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 平成27年度大阪市立有料自転車駐車場指定管理予定者等選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成２７年８月２９日開催分）
52,199

建設局 自転車対策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課(施策担当)事務にかかる市内出張交通費の支出について(8月分）
14,298

建設局 自転車対策課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　撤去自転車管理バーコードシール印刷にかかる経費の支出について
923,918

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（８月分）
22,863

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（８月分）
697,680

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（８月分）
2,738,880

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（８月分）
2,220,480

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（８月分）
1,537,920

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（８月分）
3,791,880

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（８月分）
4,432,320

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（８月分）
1,659,960

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（８月分）
1,429,920

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（８月分）
1,617,840

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（８月分）
4,042,440

建設局 自転車対策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（８月分）
2,027,160

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度設計業務等標準積算基準書　外７点買入経費の支出について
8,674

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度設計業務等標準積算基準書　外７点買入経費の支出について
75,019

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 防災情報収集用　液晶テレビ買入経費の支出について
43,524

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度田島工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
1,348,920

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度設計業務等標準積算基準書　外７点買入経費の支出について
4,337

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 防災情報収集用　液晶テレビ買入経費の支出について
8,704

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度設計業務等標準積算基準書　外７点買入経費の支出について
4,337

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 防災情報収集用　液晶テレビ買入経費の支出について
17,410

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度設計業務等標準積算基準書　外７点買入経費の支出について
21,314

建設局 工務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度田島工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
388,800

建設局 工務課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 工事監督業務用　建設局工事監督マニュアル（道路・橋梁・河川編）印刷経費の支出について
162,000

建設局 工務課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 中之島ガーデンブリッジ外２ライトアップ改修工事の工事精算金の支出について（科目追加分）
9,002,320

建設局 工務課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 中之島ガーデンブリッジ外２ライトアップ改修工事の工事精算金の支出について
29,552,000

建設局 工務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 状態監視システム用情報端末買入経費の支出について
587,520

建設局 工務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　建物修繕料 東横堀川水門作動油用オイルクーラー配管修繕（緊急）の経費の支出について
559,440

建設局 工務課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度十三工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
885,600

建設局 工務課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２７年度８月分）
116,316

建設局 工務課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２７年度８月分）
234,106

建設局 工務課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　横断防止柵（道路）買入経費の支出について
420,984

建設局 工務課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度十三工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
206,280

建設局 工務課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成２７年災害査定設計標準歩掛表の買入経費の支出について
1,200

建設局 工務課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 平成２７年災害査定設計標準歩掛表の買入経費の支出について
1,200

建設局 工務課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 平成２７年災害査定設計標準歩掛表の買入経費の支出について
1,200

建設局 工務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成２７年８月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成２７年８月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成２７年８月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 高規格道路照明灯通信線添架料(NTT)の支出について（平成27年度分）
22,464

建設局 工務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 水晶橋ライトアップ改修工事の工事精算金の支出について
42,535,800

建設局 工務課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
1,038,960

建設局 工務課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
193,320

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（８月分）
582,582
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建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（８月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（８月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成27年度大阪市建設局入札契約に関する学識経験者の意見聴取）の経費の支出について
16,253

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成27年度大阪市建設局入札契約に関する学識経験者の意見聴取）の経費の支出について
16,253

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 委員報償（平成27年度大阪市建設局入札契約に関する学識経験者の意見聴取）の経費の支出について
16,253

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
45,178

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（８月分）
131,418

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料（８月分）の支出について
47,965

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（８月分）
58,003

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（８月分）
228,644

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（８月分）
86,233

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（８月分）
102,498

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（８月分）
507,676

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度 庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式 長期借入（再リース）の支出について（８月分）
1,000,650

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第２回目）
639,750

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 土木電算連絡協議会（平成２７年度）会費の支出について
3,375

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
6,520

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（８月分）
112,817

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 土木電算連絡協議会（平成２７年度）会費の支出について
3,375

建設局 工務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（８月分）
98,735

建設局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（７月分）の支出について
5,680

建設局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか１５点　概算買入経費の支出について（第４回目）
141,696

建設局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第４回目）
37,600

建設局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎自家発電設備点検業務委託にかかる経費の支出について
126,360

建設局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 建設局・港湾局ＡＴＣ庁舎自家発電設備点検業務委託にかかる経費の支出について
142,389

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年8月分(9月請求))
11,988

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年8月分(9月請求))
9,332

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年8月分(9月請求))
2,979,956

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年8月分(9月請求))
43,956

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式(Ａ)ほか１点借入（再リース）にかかる経費の支出について(平成27年8月分(9月請求))
59,349

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について（平成27年9月分(9月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について（平成27年10月分(9月請求))
73,545

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ月極駐車場使用料の支出について（平成27年10月分(9月請求))
129,600

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(平成27年10月分(9月請求))
32,770,004

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成27年10月分(9月請求))
27,785

建設局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成27年10月分(9月請求))
31,310

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
12,528

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
4,320

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室用等電話回線使用料の支出について(平成27年8月分(9月請求))
288,732

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（８月分）
148,943

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成27年8月分(9月請求))
82,986

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全対策用消火器買入にかかる経費の支出について
4,000

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成27年9月分(9月請求))
6,000

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか１５点　概算買入経費の支出について（第５回目）
111,888

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第５回）
24,841

建設局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（７月分）
150,930

建設局 職員課 平成27年09月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者免状書換申請にかかる所要経費の支出について（平成27年9月7日実施分）
3,200

建設局 職員課 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用「これだけは知っておこう！高所作業車の基礎知識と災害事例」買入にかかる経費の支出について
41,000
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建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 アーク溶接特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年10月28日実施分）
432

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 アーク溶接特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年10月28日実施分）
16,200

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 危険物取扱者保安講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月1日実施分）
4,700

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費平成27年7月分の支出について
3,711

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 安全衛生用 危険物取扱者保安講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月1日実施分）
82

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者保安講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月1日実施分）
432

建設局 職員課 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 危険物取扱者保安講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月1日実施分）
4,700

建設局 職員課 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 刈払機取扱者安全衛生教育ほか1種目にかかる所要経費の支出について（平成27年10月2日実施分）
648

建設局 職員課 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 刈払機取扱者安全衛生教育ほか1種目にかかる所要経費の支出について（平成27年10月2日実施分）
38,000

建設局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 平成27年度　国土交通大学校　道路構造物（係長級）〔設計・施工コース〕研修にかかるテキスト代（印刷物）の支出について
20,036

建設局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生用 高所作業車技能講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月4日実施分）
1,850

建設局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 安全衛生用 高所作業車技能講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月4日実施分）
432

建設局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 高所作業車技能講習にかかる所要経費の支出について（平成27年10月4日実施分）
32,150

建設局 職員課 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生用 クレーン特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年10月15日実施分）
1,645

建設局 職員課 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 クレーン特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年10月15日実施分）
10,800

建設局 職員課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費平成27年7月分及び8月分の支出について
5,160

建設局 職員課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 自由研削砥石取替作業特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月11日受講分）
216

建設局 職員課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 自由研削砥石取替作業特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月11日受講分）
16,000

建設局 経理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　７月分　単価契約）
372,600

建設局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（９月分）
7,140

建設局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（９月分）
7,080

建設局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（９月分）
8,870

建設局 経理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）７月分
19,314

建設局 経理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）７月分
265,658

建設局 経理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（７月分）
32,293

建設局 経理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（７月分）
255,079

建設局 経理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（７月分）
48,140

建設局 経理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（７月分）
20,426

建設局 経理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（７月分）
3,534

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（７月分）にかかる買入経費の支出について
12,819

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　７月分　単価契約）
1,433,504

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　７月分　単価契約）
289,073

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　７月分　単価契約）
2,505,142

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　７月分　単価契約）
170,731

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　７月分　単価契約）
33,435

建設局 経理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（７月分）にかかる買入経費の支出について
17,539

建設局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
6,848

建設局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
19,496

建設局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
980

建設局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
2,700

建設局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
72,450

建設局 経理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（７月分）
147,505

建設局 経理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（７月分）
8,488

建設局 経理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（７月分）
240,941

建設局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（９月分)
129,000

建設局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（９月分)
15,000

建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成７月分にかかる経費の支出について
6,945

建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成７月分にかかる経費の支出について
8,329
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建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 休職職員及び主治医との面談用市内等出張交通費の支出について（8月分）
520

建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成７月分にかかる経費の支出について
157,696

建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成７月分にかかる経費の支出について
3,656

建設局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成７月分にかかる経費の支出について
104,371

建設局 経理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)８月分
14,513

建設局 経理課 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（８月分）
4,862

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（８月分）にかかる買入経費の支出について
8,381

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　８月分　単価契約）
402,408

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（上半期）買入(単価契約）買入経費の支出について（８月分）
118,055

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用　アルカリ乾電池ほか１点 購入経費の支出について
9,277

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用 ビニール袋ほか２点 買入経費の支出について
47,898

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（上半期）買入(単価契約）買入経費の支出について（８月分）
6,512

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（上半期）買入(単価契約）買入経費の支出について（８月分）
6,512

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（上半期）買入(単価契約）買入経費の支出について（８月分）
59,217

建設局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（８月分）にかかる買入経費の支出について
14,180

建設局 企画課 平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪モノレール延伸計画にかかる協議の為の国土交通省への出張費の支出について
29,310

建設局 企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通旅費（近接地を含む）８月分の支出について
1,680

建設局 企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通旅費（近接地を含む）８月分の支出について
7,040

建設局 企画課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通旅費（近接地を含む）８月分の支出について
240

建設局 道路部調整課 平成27年09月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２７年　７月分）
1,576,015

建設局 道路部調整課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費精算金の支出について（科目追加）
16,626,880

建設局 道路部調整課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費精算金の支出について
95,000,000

建設局 道路部調整課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋架替工事－４の工事費精算金の支出について
32,030,000

建設局 道路部調整課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 岩松橋歩道舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
18,493,960

建設局 道路部調整課 平成27年09月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（７月分）
56,655

建設局 道路部調整課 平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（７月分）
43,497

建設局 道路部調整課 平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（７月分）
19,467

建設局 道路部調整課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 新淀川大橋耐震対策工事－４の工事費精算金の支出について
240,438,600

建設局 道路部調整課 平成27年09月07日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２７年　７月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住吉八尾線道路改良工事－２の工事費精算金の支出について
11,880,960

建設局 道路部調整課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住吉八尾線道路改良工事－２の工事費精算金の支出について（科目追加）
931,880

建設局 道路部調整課 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２７年８月分）
2,482,443

建設局 道路部調整課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用　プロッタ用紙ほか１点買入経費の支出について
69,724

建設局 道路部調整課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用　プロッタ用紙ほか１点買入経費の支出について
50,220

建設局 道路部調整課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 生野区第2569号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
16,997,200

建設局 道路部調整課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 阪堺大橋耐震対策工事－２の工事費精算金の支出について
89,993,760

建設局 道路部調整課 平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用  季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
11,502

建設局 道路部調整課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用  季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
11,502

建設局 道路部調整課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 設計事務参考用  季刊 土木コスト情報ほか１点買入経費の支出について
5,751

建設局 道路部調整課 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年　８月分）
47,642

建設局 道路部調整課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 第８回ＣＡＥＳＡＲ講演会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
29,640

建設局 道路部調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２７年８月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線舗装新設工事－１０の工事費精算金の支出について
45,357,880

建設局 道路部調整課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線舗装新設工事－１０（科目追加）の工事費精算金の支出について
13,408,200

建設局 道路部調整課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第8202号線外2舗装補修工事の工事費精算金の支出について
30,427,167

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）の支出について（平成２７年８月分）
125,320

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２７年９月分）
7,185

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２７年８月分）
1,782
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建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報償費　報償金 国道４７９号清水共同溝設置工事－４の設計・施工技術連絡会議開催に伴う報償金の支出について
25,390

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（７月分）
740

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東成区第801号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
24,062,840

建設局 道路部調整課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東成区第801号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
2,608,920

建設局 道路部調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）の支出について（平成２７年８月分）
29,747

建設局 道路部調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年　８月分）
1,301,799

建設局 道路部調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年８月分）
97,600,313

建設局 道路部調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年８月分）
6,759

建設局 道路部調整課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 平成27年度専門課程道路環境〔環境対策・道路空間利用等〕研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
42,870

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年８月分　道路管理費）
175,699

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
30,174

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成２７年８月分）
91,266

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成２７年　８月分）
391,851

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成２７年８月分）
7,776

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成２７年　８月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成２７年８月分　橋梁管理費）
52,107

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 第34回　特定都市交通施設整備研究発表会への出席にかかる参加費の支出について
2,000

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
6,825

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 河堀口舎利寺線舗装新設その他工事－２の工事費精算金の支出について
34,644,640

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 河堀口舎利寺線舗装新設その他工事－２（科目追加）の工事費精算金の支出について
384,480

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第34回　特定都市交通施設整備研究発表会への出席にかかる参加費の支出について
6,000

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
4,838

建設局 道路部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成２７年　８月分）
45,726

建設局 道路課 平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度　道路施設点検調査等業務委託の委託料前払金の支出について
13,900,000

建設局 道路課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 心斎橋筋線外1道路改良工事の工事費精算金の支出について
3,434,400

建設局 道路課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第112号線外3舗装補修工事の工事費前払金の支出について
11,740,000

建設局 道路課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪伊丹線歩道改良工事工事費前払金の支出について
6,900,000

建設局 道路課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 国道172号（本町通）自転車通行環境整備工事の工事費前払金の支出について
8,800,000

建設局 道路課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 木津川平野線（松虫通）樹木撤去工事（緊急）の工事費精算金の支出について
1,242,000

建設局 橋梁課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 菅原城北大橋改良工事の工事費前払金の支出について
24,160,000

建設局 橋梁課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 老朽高架橋耐震対策設計その他業務委託－３の委託料前払金の支出について
10,040,000

建設局 橋梁課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 安威川に架かる橋梁に関する概略設計検討業務委託の委託料前払金の支出について
3,140,000

建設局 橋梁課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 南海トラフ巨大地震・津波に対する橋梁耐震対策設計その他業務委託の委託料前払金の支出について
9,440,000

建設局 橋梁課 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 南海トラフ巨大地震・津波に対する橋梁耐震対策設計その他業務委託の委託料前払金の支出について
3,810,000

建設局 橋梁課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成２７年度　安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間金の支出について（第２回分）
8,593,560

建設局 下水道河川部調整課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備－４の工事費前払金の支出について
51,840,000

建設局 河川課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 データ提供用　CD-Rほか3点買入経費の支出について
5,108

建設局 河川課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 東横堀川浚渫工事－2の工事費前払金の支出について
79,740,000

建設局 河川課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（８月分）
2,702

建設局 河川課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー料金等の立替金の支出について（9月2日分）
8,160

建設局 河川課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（８月分）
5,148

建設局 河川課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
9,460

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場ほか９か所）概算買入に伴う経費の支出について（８月分）
46,673

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　ダイヤフラム定量ポンプ用消耗部品セット（a）ほか4点買入経費の支出について
219,240
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建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（８月分）
73,110

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 東横堀川５号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（８月分）
7,830

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 東横堀川２号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（８月分）
7,776

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外４か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（８月分）
35,832

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（８月分）
25,471

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（８月分）
24,192

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（８月分）
1,706

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（８月分）
149,570

建設局 河川課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（８月分）
793,800

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 国道４７９号清水共同溝設置工事ー４に伴う製品検査にかかる管外出張旅費の支出について（その５）
4,240

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２９４）修繕にかかる経費の支出について
77,371

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５５８）修繕にかかる経費の支出について
57,337

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤ買入経費の支出について
25,920

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（27年8月分）
62,579

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（27年8月分）
130,887

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成27年8月分）
1,840

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務処理用　ラベルライターほか5点買入経費の支出について
30,321

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
17,180

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（７月分）
12,580

建設局 田島工営所 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月分）
2,964

建設局 田島工営所 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年7月分）
32,934

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）／鶴見緑地公園事務所
200

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）／鶴見緑地公園事務所
39,008

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）／鶴見緑地公園事務所
644

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（７月分）／鶴見緑地公園事務所
10,354

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料
17,209

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について(８月分)
975,526

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（９月分）
245,315

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年８月）の支出について
20,186

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年８月）の支出について
11,624

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（８月分）
2,160

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２７年８月分）の支出について
68,640

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成２７年８月分）の支出について
40,265

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用市内出張交通費の支出について（８月分）/真田山公園事務所
12,040

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/真田山公園事務所
10,399

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/真田山公園事務所
1,944

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/真田山公園事務所
350

建設局 真田山公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）/真田山公園事務所
1,200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
262,997

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
103,784

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用軍手買入経費の支出について
33,022

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　2tダンプトラック(なにわ800さ8779)修繕にかかる経費の支出について
89,348

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
684

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　備品修繕料 衛生管理用甚平渡船場エアコン修繕にかかる経費の支出について
43,200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路作業用プロパンバーナーＬ型ほか１点買入にかかる経費の支出について
73,062

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用自転車ほか１点買入にかかる経費の支出について
50,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 現場作業用自転車ほか１点買入にかかる経費の支出について
167,411
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建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 現場作業用自転車ほか１点買入にかかる経費の支出について
73,883

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 船舶整備用セルモータほか２９点買入経費の支出について
553,424

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（７月分）
720

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　備品修繕料 衛生管理用衣類乾燥機修繕にかかる経費の支出について
77,436

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用トナーカートリッジほか３点買入にかかる経費の支出について
35,424

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　備品修繕料 衛生管理用千歳渡船場エアコン修繕にかかる経費の支出について
50,868

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）上半期（単価契約）（８月分）の支出について
24,066

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
21,632

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,000

建設局 市岡工営所 平成27年09月11日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全運転管理者講習にかかる受講費用の支出について（平成27年9月15日実施分）
4,500

建設局 市岡工営所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
46,686

建設局 市岡工営所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,744

建設局 市岡工営所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,800

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月04日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
1,776

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
11,360

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（８月分）にかかる支出について
420

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（８月分）
6,514

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（８月分）にかかる支出について
10,500

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,260

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,392

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
900

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫の長期借入（その２）（再リース）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
70,200

建設局 大阪城公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）／大阪城公園事務所
13,312

建設局 大阪城公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について(平成27年7月分)
210,846

建設局 大阪城公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所[旧西部方面公園事務所]電話料金（平成２７年８月分）の支出について
17,732

建設局 大阪城公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（平成２７年８月分）の支出について
46,369

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分)西南方面公園事務所分
51,300

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)八幡屋公園事務所
27,340

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　平野工営所光熱水費の支出について（平成２７年８月分電気料金）
565,641

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　南部方面管理事務所管理棟天井内空調機修繕にかかる経費の支出について
131,903

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 直営作業用　ハンドカッター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
44,582

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費の支出について（２７年８月分）
560

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　軍手ほか５点買入にかかる経費の支出について
118,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２７年７月分）の支出について
7,533

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　監視カメラ設備修繕にかかる経費の支出について
231,120

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
33,011

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
19,920

建設局 平野工営所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
22,996

建設局 平野工営所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,700

建設局 平野工営所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
19,764

建設局 平野工営所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,300

建設局 平野工営所 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,469

建設局 長居公園事務所 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験に係る管外出張について
2,640

建設局 長居公園事務所 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）/長居公園事務所
17,532

建設局 長居公園事務所 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）
21,026

建設局 長居公園事務所 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）
19,980

建設局 長居公園事務所 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）
4,500

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ポリタル（蓋付）ほか１点買入にかかる経費の支出について
122,958
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建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　ワイパー替えゴムほか３点買入にかかる経費の支出について
21,762

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ2092号車）修繕にかかる経費の支出について
58,676

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内等出張交通費の支出について（７月分）
7,888

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ53号車）修繕にかかる経費の支出について
66,981

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1438号車）修繕にかかる経費の支出について
42,444

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　2ｔ作業車（なにわ800さ7502号車）修繕にかかる経費の支出について
70,308

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　2ｔ作業車（なにわ800さ6227号車）修繕にかかる経費の支出について
47,260

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1760号車）修繕にかかる経費の支出について
29,484

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 衛生管理者免許試験受験にかかる管外出張旅費の支出について
2,980

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
58,870

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ1755号車）修繕にかかる経費の支出について
82,458

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,528

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　ビニール手袋ほか２点買入にかかる経費の支出について
33,480

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　セーバーソー用ブレードほか４点買入にかかる経費の支出について
32,119

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ800さ7496号車）修繕にかかる経費の支出について
194,681

建設局 十三工営所 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（７月分）
12,459

建設局 十三工営所 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,589

建設局 十三工営所 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
14,018

建設局 十三工営所 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,000

建設局 十三工営所 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路管理瑕疵（新御堂筋）の対応による深夜帰宅にかかるタクシー料金の立替払いの支出について
2,440

建設局 扇町公園事務所 平成27年09月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　手数料 公園管理用　甲種防火管理新規講習受講料の支出について
130

建設局 扇町公園事務所 平成27年09月04日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　甲種防火管理新規講習受講料の支出について
8,000

建設局 扇町公園事務所 平成27年09月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　堂島公園の電気使用料の支出について（８月分）
1,271

建設局 扇町公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
56,984

建設局 扇町公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
16,254

建設局 十三公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（7月分）
29,095

建設局 十三公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（6月分）/十三公園事務所
6,398

建設局 十三公園事務所 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（7月分）/十三公園事務所
6,762

建設局 十三公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
21,817

建設局 十三公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 「小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,909

建設局 公園管理課 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度西部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第１四半期分）
3,812,533

建設局 公園管理課 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度西南方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第１四半期分）
4,440,157

建設局 公園管理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（７月分）
922,913

建設局 公園管理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度西部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第１四半期分）
5,015,528

建設局 公園管理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　グレーチング－１　ほか４点　買入経費の支出について
317,196

建設局 公園管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　チンパンジー舎擬木修繕（緊急）経費の支出について
842,400

建設局 公園管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ８０あ２１２５）修繕経費の支出について
61,992

建設局 公園管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度西南方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第１四半期分）
3,059,760

建設局 公園管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　直管形蛍光灯　ほか１３点　買入経費の支出について
180,549

建設局 公園管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ（協働課）買入経費の支出について
30,240

建設局 公園管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　エンジンオイル　ほか３点　買入経費の支出について
38,664

建設局 公園管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　標識テープ－１　ほか９点　買入経費の支出について
182,746

建設局 公園管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　直管形蛍光灯　ほか１３点　買入経費の支出について
24,489

建設局 公園管理課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　聖天山公園身障者用トイレ扉修繕（緊急）経費の支出について
70,200

建設局 公園管理課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　喜連西中央公園幼児用遊具修繕経費の支出について
295,729

建設局 公園管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　スズメバチ防護服　買入経費の支出について
323,352

建設局 公園管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ４８０か５３６３）修繕経費の支出について
98,928
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建設局 公園管理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　雨衣－１　ほか１２点　買入（その２）経費の支出について
429,732

建設局 公園管理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度東部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第１四半期分）
4,708,429

建設局 公園管理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度北部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第１四半期分）
5,497,220

建設局 公園管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ５７６０）修繕（緊急）経費の支出について
138,747

建設局 公園管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ６２２５）修繕（緊急）経費の支出について
25,380

建設局 公園管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９００号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
30,240

建設局 公園管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　パソコン修繕経費の支出について
109,080

建設局 公園管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成27年度公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(塵芥車：なにわ800さ901号車)
19,910

建設局 公園管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成27年度公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(塵芥車：なにわ800さ901号車)
37,800

建設局 公園管理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王田楠根公園フェンス修繕経費の支出について
60,480

建設局 公園管理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　聖天山公園ほか３公園トイレ設備修繕経費の支出について
149,040

建設局 公園管理課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度南部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第１四半期分）
7,185,194

建設局 公園管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コンクリートベンチ－１　ほか１点　買入経費の支出について
248,400

建設局 公園管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四清掃ダンプ（なにわ４８０あ２７６９）修繕（緊急）経費の支出について
119,631

建設局 公園管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　高所作業車（なにわ８００さ７４８７）修繕経費の支出について
98,928

建設局 公園管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか５点借入（再リース）にかかる経費の支出について（８月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか１点借入（再リース）にかかる経費の支出（８月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ブースターケーブル　ほか１点　買入経費の支出について
20,433

建設局 公園管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東中浜公園運動場防球ネット修繕（緊急）経費の支出について
226,800

建設局 公園管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル（クボタ　Ｋ－０３５－１２１０８）修繕（緊急）経費の支出について
77,112

建設局 公園管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　刈払機（カルマ―ＴＪ２７Ｅ）修繕（緊急）経費の支出について
42,552

建設局 公園管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用西部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）かかる経費の支出について（７・８月分）
36,824

建設局 公園管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園維持管理用　飼育用プラスチックケース－１　ほか４点買入経費の支出について
56,462

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
18,208

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用北部方面公園事務所外２箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（７・８月分）
55,080

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用南部方面公園事務所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（７・８月分）
28,080

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用東部方面公園事務所外１箇所庁舎機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（７・８月分）
33,480

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　８月分
41,076

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２７年８月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ　買入（その２）経費の支出について
591,196

建設局 公園管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ポリポット　ほか１３点　買入経費の支出について
232,200

建設局 公園管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度東部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託料の支出について（第１四半期分）
8,570,072

建設局 公園管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（８月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（８月分）の支出について
92

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園展示用　海水（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年８月分）
84,240

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（８月分）の支出について
74,667

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年８月分）
14,337

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フェンス－１　ほか１２点　買入経費の支出について
513,972

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園維持管理用　構内運搬車（大阪市９き２３５）修繕（緊急）経費の支出について
263,493

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　スポーツトラクター（ジョンディアＧＴ２４５）修繕（緊急）経費の支出について
107,924

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　シュレッダー（アイリスオーヤマ製　ＯＦ２０Ｃ）修繕経費の支出について
55,000

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（８月分）の支出について
6,008

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
1,538,460

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（７月分）の支出について
21,160

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ベンチ用座板－１　ほか４７点　買入経費の支出について
4,968,000

建設局 公園管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園・動物園維持管理用　エアコン（天王寺動物園）　買入経費の支出について
241,920
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建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　長居公園事務所管内施設補修工事の工事費の前払い金の支出について
2,270,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　長居公園事務所管内施設補修工事の工事費の前払い金の支出について
2,490,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　八幡屋公園事務所管内施設補修工事の工事費の前払い金の支出について
990,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
64,120

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成27年9月期）
39,471,424

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成27年9月期）
39,451,776

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地公園事務所管内施設補修工事の工事費の前払い金の支出について
1,500,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地公園事務所管内施設補修工事の工事費の前払い金の支出について
1,400,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　平成２７年度 建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第２回目）
437,750

建設局 協働課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所管内街路樹維持工事の前払金について
20,350,000

建設局 協働課 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所管内街路樹維持工事の前払金について
2,200,000

建設局 協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成27年度第39回造園夏期大学参加負担金の支出について
23,000

建設局 協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所管内公園樹維持工事の前払金の支出について
13,950,000

建設局 協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住吉区児童遊園整備費補助金の支出について（山之内元町児童遊園）
75,000

建設局 協働課 平成27年09月24日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
42,390

建設局 協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　普通旅費 公園事業用　平成27年度第39回造園夏期大学の参加に伴う旅費の支出について
38,900

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その１）／天王寺動物公園事務所
30,024

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その１）／天王寺動物公園事務所
972

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その１）／天王寺動物公園事務所
31,929

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その１）／天王寺動物公園事務所
40,960

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その１）／天王寺動物公園事務所
500

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の再支出について（4月・5月分）/天王寺動物公園事務所　その２
2,180

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の再支出について（4月・5月分）/天王寺動物公園事務所
5,090

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）スポーツ飲料概算４０Ｌほか２点購入（上半期）経費の支出について（7月分）
5,346

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月08日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２７年度第１回近畿ブロック園館長会議出席に係る会費の支出について
3,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 天王寺動物園内獣舎整備に向けた特別参与との打合せにかかる報酬の支出について（第４回）
84,414

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　刷毛‐１ほか１点買入の支出について
63,720

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第５回生物多様性委員会ホッキョクグマ計画推進会議出席に係る会費の支出について
10,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算２０，５００ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（７月分）
972,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）／天王寺動物公園事務所
1,026

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）／天王寺動物公園事務所
19,051

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）／天王寺動物公園事務所
39,043

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）／天王寺動物公園事務所
12,353

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　備品修繕料 天王寺動物園維持管理用　天王寺動物園券売機修繕にかかる経費の支出について
64,692

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 旅費　特別旅費 動物事業用　クロサイ輸送準備及び輸送の付き添いにかかる職員の海外出張経費の支出について
164,289

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ディスクペーパーー１　ほか５点買入の支出について
154,332

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
44,550

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
1,296

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
32,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算９５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
18,079

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算２，０５０ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
609,336

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１４，５００ｋｇほか２点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
1,424,584

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４３５ｋｇほか８点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
395,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６，５００ｋｇほか１４点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
1,095,633

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算１，３００ｋｇほか３点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
52,876

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
160,380

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算８，５００ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
239,564

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱ほか３点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
221,400
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算６５０ｋｇほか６点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
967,420

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算３袋ほか５点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
81,540

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算２０，５００ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
621,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算４，２００ｋｇほか１０点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
368,226

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算９０ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
22,032

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算１３，０００匹ほか４点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
188,460

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる支出について（８月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる支出について（８月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる支出について（８月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる支出について（８月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　切下げ縁石　買入の支出について
81,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 備品購入費　動物購入費 動物園管理用　モルモット購入経費の支出について
432,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　動物園電気使用量の契約電力超過による超過金の支出について（平成27年8月分）
92,259

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続に係る支出について（８月分）
1,244,266

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 動物園公園管理用　天王寺公園・動物園　出改札及び来園者案内等業務委託（その２）にかかる支出について（８月分）
668,777

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）スポーツ飲料概算４０Ｌほか２点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
10,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算３００匹ほか１点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
64,260

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，２００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（8月分）
267,300

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダン概算３，６００ｋｇほか４点購入（上半期）経費の支出について（8月分）
325,431

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２７年８月分）の支出について
5,130

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園公園管理用　天王寺公園・動物園　出改札及び来園者案内等業務委託（その２）にかかる支出について（８月分）
4,195,305

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物公園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続に係る支出について（８月分）
2,475,692

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理用　オートクレーブ購入に伴う支出について
436,752

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　アルミ製縁台購入経費の支出について
218,160

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　一般会所用溝蓋　買入の支出について
79,218

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　床材用塗料　ほか１点　買入の支出について
205,092

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　液晶テレビほか１点買入の支出について
83,332

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,540

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
13,454

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,273

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,200

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,720

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成27年8月分）
4,738

港湾局 財産活用担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
14,482

港湾局 財産活用担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 土地賃貸用　財活－23　意見書及び同経費の支出について
43,200

港湾局 財産活用担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年６月分）の支出について
8,306

港湾局 財産活用担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（８月分）（財活－３６）
594

港湾局 財産活用担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（８月分）（財活－３６）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃借料の支出について(10月分)
1,097

港湾局 財産活用担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（８月分）（財活－３４）
6,879

港湾局 財産活用担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
6,374

港湾局 財産活用担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成27年8月分(第5回)
4,266

港湾局 財産活用担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（８月分）
8,622

港湾局 計画担当 平成27年09月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　重要港湾管理者等主幹課長会議への出席にかかる出張旅費の支出について（９／２　東京都千代田区）
28,840

港湾局 計画担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続に係る経費（平成27年8月分）の支出について
583,200

港湾局 計画担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）使用料（平成27年8月分）の支出について
17,820

港湾局 計画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　西日本国際コンテナ戦略港湾政策推進協議会への出席ならびに企業ヒアリングにかかる出張旅費の支出について（９／３　東京都千代田区、中央区）
58,240

港湾局 計画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 堤防補強用　平成27年度請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その１３）に伴う地中電線路の事前・事後導通試験の実施に係る経費の支出について
2,358,000



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

港湾局 保全監理担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）７月分　（設計）にかかる経費の支出について
29,953

港湾局 保全監理担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請負工事用　請第３３１６号大阪港湾労働者福祉センター外壁補修工事に係る前払金の支出について
2,790,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 業務用 平成27年度請第5070号 大阪港内環境監視業務委託（福町堀その５）の支出について（工事前払金）
1,720,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 岸壁補修用　平成27年度請第5205号　港区第3号岸壁補修工事の支出について（前払金）
14,700,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その６）完成払金の支出について
144,759

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その７）前払金の支出について
12,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その７）前払金の支出について
595,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その７）前払金の支出について
153,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その７）前払金の支出について
10,549,228

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その７）前払金の支出について
54,090,772

港湾局 保全監理担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5601号　港区天保山運河東岸堤防工事（その６）完成払金の支出について
107,053,241

港湾局 保全監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画整備部業務用　市内出張旅費の支出について（８月分）
1,890

港湾局 保全監理担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その４）前払金の支出について
360,000

港湾局 保全監理担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その４）前払金の支出について
57,020,000

港湾局 環境整備担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 北港処分地管理運営用　平成27年度　請第6101号　平成27年度浚渫土砂受入にかかる検収確認業務委託にかかる経費の支出について
830,520

港湾局 環境整備担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 北港処分地管理運営用　北港処分地南地区水質監視小屋等電気使用料金（７月分）の支出について
49,081

港湾局 環境整備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 環境整備担当業務用　ヘルメットほか１点買入にかかる支出について
63,180

港湾局 環境整備担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（８月分）の支出について
2,150

港湾局 設備担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－３）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用　平成２７年７月分）
1,940

港湾局 設備担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）７月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
6,866

港湾局 設備担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 ４７Ｃ－１１　機械担当業務用　地下鉄回数券買入にかかる経費の支出について
15,000

港湾局 設備担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１２　機械担当業務用　安全運転管理者講習会費の支出について
4,500

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
23,760

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
49,356

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
65,340

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
17,712

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
24,678

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
14,688

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
70,146

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　燃料供給ポンプ買入にかかる経費の支出について
26,935

港湾局 設備担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　防塵マスクほか３点買入にかかる経費の支出について
107,460

港湾局 設備担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　クランクピンメタルほか６点買入にかかる経費の支出について
14,900

港湾局 設備担当 平成27年09月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　クランクピンメタルほか６点買入にかかる経費の支出について
103,139

港湾局 設備担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１３　機械担当業務用　プレス機械作業主任者講習受講料の支出について
1,512

港湾局 設備担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１３　機械担当業務用　プレス機械作業主任者講習受講料の支出について
10,800

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
26,784

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
8,532

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
3,672

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
8,532

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
25,596

港湾局 設備担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　油吸収シートほか２点　買入にかかる経費の支出について
12,204

港湾局 設備担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用 47E-7 舞洲緑道給水管追加修繕にかかる経費の支出について
75,600

港湾局 設備担当 平成27年09月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ニッケルカドミウム蓄電池ほか11点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-2）　直営工事用
29,862

港湾局 設備担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
95,040

港湾局 設備担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄油ほか３点買入に係る経費の支出について
85,320

港湾局 設備担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ＦＲＰ船底塗料ほか５点買入にかかる経費の支出について
264,276

港湾局 設備担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１４　機械担当業務用　鉛作業主任者講習受講料の支出について
2,000

港湾局 設備担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１４　機械担当業務用　鉛作業主任者講習受講料の支出について
10,000
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港湾局 設備担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用（第5回部分払い）請第３０００号　平成27年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（8月分）
291,989

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
25,963

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
17,601

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
39,625

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
32,270

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
17,691

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
64,922

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
8,483

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
40,357

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
28,374

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
4,390

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
36,019

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約8月分 鶴町電気事務所管理用)
13,154

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 （電委２７－３）鶴町基地産業廃棄物収集運搬処理業務委託（その２）の実施にかかる経費の支出について　港湾局業務用
48,600

港湾局 設備担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス蝶ボルトほか９９点買入に係る経費の支出について
305,305

港湾局 設備担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営施工用　鋼板ほか３点　買入にかかる経費の支出について
165,024

港湾局 設備担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１５　機械担当業務用　高所作業車運転技能講習受講料の支出について
1,850

港湾局 設備担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１５　機械担当業務用　高所作業車運転技能講習受講料の支出について
35,700

港湾局 設備担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用フェンダーほか１２点買入にかかる経費の支出について
56,300

港湾局 設備担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用ガス（８月分）買入にかかる経費の支出について
7,884

港湾局 設備担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用フェンダーほか１２点買入にかかる経費の支出について
18,511

港湾局 設備担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　舶用フェンダーほか１２点買入にかかる経費の支出について
18,727

港湾局 設備担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用ガス（８月分）買入にかかる経費の支出について
7,884

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
60,799

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
21,297

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
252,477

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
45,262

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１６　機械担当業務用　床上操作式クレーン運転技能講習受講料の支出について
1,645

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
66,971

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
14,850

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１６　機械担当業務用　床上操作式クレーン運転技能講習受講料の支出について
25,800

港湾局 設備担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　縞鋼板ほか２８点買入にかかる経費の支出について
116,144

港湾局 設備担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　電磁開閉器ほか１点　買入にかかる経費の支出について
7,020

港湾局 設備担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　電磁開閉器ほか１点　買入にかかる経費の支出について
38,880

港湾局 振興担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 港湾労働者福利厚生用　大阪市港湾局指定管理予定者選定委員会専門委員報償金の支出について
8,127

港湾局 振興担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（Shipping Guide2015年「海の日特集号」）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
94,500

港湾局 振興担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報償費　報償金 港湾労働者福利厚生用　大阪市港湾局指定管理予定者選定委員会専門委員報償金の支出について（その２）
8,126

港湾局 振興担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 振興担当業務用　蛍光ペン（黄）ほか８点買入にかかる経費の支出について
1,727

港湾局 振興担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　五港物語会議への出席に伴う高知出張にかかる旅費の支出について（振－９）
17,550

港湾局 振興担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　五港物語会議への出席及び視察参加に伴う高知出張にかかる旅費の支出について（振－８）
25,150

港湾局 振興担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 振興担当業務用　蛍光ペン（黄）ほか８点買入にかかる経費の支出について
4,031

港湾局 振興担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　食糧費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　渤海クルーズの視察受入にかかる経費の支出について
40,000

港湾局 振興担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 港まつり用　大阪湾クルーズに伴う往復ハガキの返信面印刷業務委託(概算契約)の支出について
15,163

港湾局 工務担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成27年7月分)の支出について
363,690

港湾局 工務担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 設計積算用　平成27年度土木電算連絡協議会費の局分担金の支出について
3,375

港湾局 工務担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（8月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（７月分）
71,712

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（７月分）
179,280
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港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年7月分）の支出について　維－４
7,899

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年7月分）の支出について　維－５
368

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　保護メガネほか４点買入にかかる経費の支出について
44,496

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　工業用ガス（単価契約）（７月分）買入にかかる経費の支出について
9,936

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営業務用　シリコン用プライマー買入にかかる経費の支出について
24,624

港湾局 海務担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　保護メガネほか４点買入にかかる経費の支出について
34,020

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾事業一般管理費（海務担当（海務））用　プリンタートナーの買入の実施及び同経費の支出について
36,180

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
7,452

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
52,164

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
134,136

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
29,808

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
178,848

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
22,356

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
67,068

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成27年7月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（７月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（７月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
104,328

港湾局 海務担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　スポットエアコンほか１点買入にかかる経費の支出について
32,832

港湾局 海務担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　スポットエアコンほか１点買入にかかる経費の支出について
165,456

港湾局 海務担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ワイヤーロープほか１点買入にかかる経費の支出について
46,332

港湾局 海務担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　丸型蛍光灯ほか１１点買入にかかる経費の支出について
4,806

港湾局 海務担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　丸型蛍光灯ほか１１点買入にかかる経費の支出について
73,775

港湾局 海務担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　丸型蛍光灯ほか１１点買入にかかる経費の支出について
248,227

港湾局 海務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成27年8月請求分）　維－1
22,422

港湾局 海務担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　軟膏他８点買入にかかる経費の支出について
48,200

港湾局 海務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（８月分）
4,764

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　塩分濃度測定器ほか２点買入にかかる経費の支出について
23,544

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　塩分濃度測定器ほか２点買入にかかる経費の支出について
99,900

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 電波利用料の支出について(近畿総合通信局払い)直営業務用
600

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　表面加工コンクリート型枠用合板買入にかかる経費の支出について
10,044

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　亜硝酸リチウムほか３点買入にかかる経費の支出について
18,057

港湾局 海務担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　亜硝酸リチウムほか３点買入にかかる経費の支出について
195,610

港湾局 海務担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ポリエチレンロープ買入にかかる経費の支出について
44,280

港湾局 海務担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　高炉セメントＢ種ほか４点買入にかかる経費の支出について
154,980

港湾局 海務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（8月分）
2,583

港湾局 海務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（8月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（8月分）
904,736

港湾局 海務担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その２）の経費の支出について（平成27年7月分）
134,791

港湾局 海務担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その２）の経費の支出について（平成27年7月分）
14,188

港湾局 海務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年8月分）の支出について　維－２
2,936

港湾局 海務担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　鉄網ほか３点買入にかかる経費の支出について
59,875

港湾局 海務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　損害保険料 荷さばき地その他管理用　自動車継続検査業務委託にかかる経費の支出について
1,450

港湾局 海務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 公課費　公課費 荷さばき地その他管理用　自動車継続検査業務委託にかかる経費の支出について
363

港湾局 海務担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内出張交通費の支出について(８月分)
500

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年8月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（8月分）
73,420

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（8月分）
25,591

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　外付けハードディスク買入にかかる経費の支出について
14,990
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港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ヘルメットほか１３点買入にかかる経費の支出について
97,848

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ヘルメットほか１３点買入にかかる経費の支出について
31,752

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ヘルメットほか１３点買入にかかる経費の支出について
35,100

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（8月分）
2,751

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営業務用　船外機修繕実施経費の支出について
26,557

港湾局 海務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ヘルメットほか１３点買入にかかる経費の支出について
44,388

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成27年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成27年8月）
1,957,500

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
3,141,682

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
2,094,454

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（8月分）の支出について
136,926

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　バールほか２５点買入にかかる経費の支出について
108,837

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　バールほか２５点買入にかかる経費の支出について
122,601

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（８月分）（その２）の実施及び同経費の支出について
7,344

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（８月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　バールほか２５点買入にかかる経費の支出について
158,636

港湾局 海務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
10,633,384

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金の支出について（８月分）後納
304

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（８月分）
151

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（8月24日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
57,564

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾事業一般管理用（海務担当（海務）　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成27年7月分）の経費の支出について
2,980

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成27年7月分）の支出について
27,168

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　専用回線使用料の支出について（平成27年8月分）
20,658

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成２７年１０月分）
184,248

港湾局 海務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）経費の支出について（平成２７年１０月分）
168,542

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（9月分）の支出について　トンネル維持管理用
1,000,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 重量税等の納付に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
3,600

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険料の支出について(公用車維持管理用)
55,640

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 重量税等の納付に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
66,500

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全長靴ほか９点の買入にかかる経費の支出について（安全衛生管理用）
116,640

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全長靴ほか９点の買入にかかる経費の支出について（安全衛生管理用）
135,075

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成27年度防災保安用車両タイヤ修繕（単価契約）にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
1,404

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（その２）（重機関係）（７月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
765

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（７月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
210

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（７月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
35,100

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（７月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
214,704

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　防草シートほか１点の買入にかかる経費の支出について
112,644

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　インパクトドライバーほか13点買入にかかる経費の支出について
209,088

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（８月分）の支出について
1,944

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（７月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
13,368

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　軽貨物自動車故障修繕（その２）にかかる経費の支出について
18,900

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 危険物取扱者保安講習受講にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
4,700

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第2電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成27年７月分）
492,737

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
272

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
533

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 空調設備整備業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
95,925

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
960

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成27年８月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
974,028

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（８月分）
43,905
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港湾局 防災・施設担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（８月分）の支出について
722,312

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成27年８月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋維持管理用】
899,771

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（８月分）の支出について
744,802

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（平成27年7月分）その３
780

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　チェーンソーほか４点の買入にかかる経費の支出について
85,708

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 区重点事業用　塗料買入にかかる経費の支出について
279,720

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 区重点事業用　塗装用ローラーほか４点買入にかかる経費の支出について
22,680

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 臨港方面直営工事用　タイヤ買入にかかる経費の支出について
20,736

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地駐車場維持管理用　ゲートバー買入経費の支出について
110,160

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（８月分）の支出について
5,408

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（８月分）の支出について
464,088

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（８月分）の支出について
1,980,092

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（８月分）の支出について
3,372

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成27年８月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
857

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成27年８月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,445

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　平成２７年度職員輸送車借入の実施にかかる経費の支出について（8月分）
36,504

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 緑地維持管理用　近接地出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,720

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　軽貨物自動車故障修繕の実施にかかる経費の支出について
7,560

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２７年７月分）
33,912

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０８－１　白ウエス買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
6,264

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（８月分）の支出について（事務所等管理用）
101,489

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　小型貨物自動車故障修繕にかかる経費の支出について
145,119

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード長期借入にかかる経費の支出について（８月分）（保安対策用）
34,022

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（８月分）（保安対策用）
23,004

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（８月分）の支出について
123,906

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　負担金 防災施設管理用　電波利用料の支出について（こうわんいどう１２３分）
10,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　インクカートリッジの買入に係る経費の支出について（道路管理システム用）
26,784

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（8月分）の支出について
16,740

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６０５号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（8月分）道路維持管理用
76,542

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（平成27年８月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
6,792,098

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地管理維持用　舞洲緑地・緑道・新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（８月分）の支出について
935,272

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋電気料金（平成27年８月請求分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
749,614

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２７年９月分）
306,504

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　防災・施設担当（緑地管理）小型建設機械特定自主検査及び補修（ホイルローダ）にかかる経費の支出について
202,089

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請1804号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
64,800

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の回線利用料（平成27年８月利用分）の支払いについて【臨港道路維持管理用】
84,709

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２７年８月分）
14,320

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路維持管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（H27.8.1～H27.8.31)の支出について
5,367

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成27年度重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（８月分）
15,436,278

港湾局 防災・施設担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成27年度重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（８月分）
260,280

港湾局 総務担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成27年７月分）職員事務用
144,729

港湾局 総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年７月分）　庁舎維持管理用
330,869

港湾局 総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年７月分）　庁舎維持管理用
975,963

港湾局 総務担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成27年８月請求分 ２突事務所）庁舎維持管理用
215,861

港湾局 総務担当 平成27年09月11日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝及びポートセールス用「大阪港案内２０１４／２０１５」の印刷にかかる経費の支出について
227,448

港湾局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成27年8月請求分 鶴町事務所他３件分）庁舎維持管理用
299,781

港湾局 総務担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 講師謝礼金（外郭団体監理研修用）の支出について
23,360

港湾局 総務担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年９月請求分・２突事務所４回線分）庁舎維持管理用
5,404



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

港湾局 総務担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎に係る賃料及び共益費の支出について（平成27年10月分）
198,532

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　平成27年度ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成27年10月分）
221,495

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎に係る賃料及び共益費の支出について（平成27年10月分）
15,858,391

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（平成27年8月請求分）庁舎維持管理用
83,536

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年8月利用・ソフトバンク分）庁舎維持管理用
22,500

港湾局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成27年度　職員特殊健康診断業務委託（概算契約）（第１回目）の実施及び同経費の支出について（職員安全衛生用）
495,202

港湾局 総務担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成27年８月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
20,344

港湾局 総務担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成27年8月請求分）庁舎維持管理用
570,932

港湾局 総務担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市会用　建設消防委員会行政視察に係る出張旅費の支出について
25,720

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用 プリンタートナー買入経費の支出について（平成27年8月分）
61,665

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成27年8月分）
22,942

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）【平成23年度契約分】
425,443

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 監理団体監理用　外郭団体の見直しに係る東京出張について（８／３１　東京都千代田区・東京都港区）
59,320

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 固定電話使用料の支出について（平成27年8月利用分　ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
10,291

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年8月利用分・ＡＴＣ庁舎分）庁舎維持管理用
71,195

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年8月利用分・臨港方面事務所）庁舎維持管理用
10,506

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 携帯電話使用料の支出について（平成27年８月利用分　ＮＴＴドコモ）庁舎維持管理用
16,476

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年8月利用分・2突事務所他分）庁舎維持管理用
75,419

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年8月利用分・電気事務所）庁舎維持管理用
11,199

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成27年8月分）　庁舎維持管理用
4,211

港湾局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（臨港方面管理事務所）庁舎維持管理用
9,402

港湾局 経営監理担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 納付書及び納入通知書用ＯＣＲ用紙の印刷にかかる経費の支出について
1,140

港湾局 経営監理担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 納付書及び納入通知書用ＯＣＲ用紙の印刷にかかる経費の支出について
16,157

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,600

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,400

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,940

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
21,006

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,612

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）（その２）
2,160

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,140

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
570

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,300

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,000

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,970

港湾局 経営監理担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,610

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
22,787

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
75,510

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
14,596

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
33,094

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
100,434

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
14,679

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
41,241

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
26,330

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
733

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
22,149

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
19,527
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港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
4,785

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
120,130

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
8,829

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
2,225

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
13,105

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
1,015

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
68

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
21,474

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
3,124

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
4,015

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
14,186

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
30,748

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
14,596

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
28,917

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
11

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
15,355

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
65,793

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
160,518

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（７月分）の買入にかかる経費の支出について
12,159

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
2,450

港湾局 経営監理担当 平成27年09月24日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（７月分）の買入にかかる経費の支出について
2,499

港湾局 経営監理担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（8月分）の支出について
2,600

港湾局 監理調整担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代（高圧）の支出について（７月分）
113,441

港湾局 監理調整担当 平成27年09月03日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(7月分市内出張旅費）事務連絡用
1,720

港湾局 監理調整担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代の支出について（8月分）
5,941

港湾局 監理調整担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用8月分水道代の支出について
19,906

港湾局 監理調整担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用8月分水道代の支出について
39,080

港湾局 監理調整担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　8月分　港湾管理一元化関係業務用
4,592

港湾局 監理調整担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（その２）（事務連絡用）
1,246

会計室 会計企画担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 第４９回指定都市会計事務主管者会議の参加経費の支出について（平成２７年９月３日）
56,160

会計室 会計企画担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 負担金、補助及交付金　会費 会計事務用第４９回指定都市会計事務主管者会議への出席に係る会費の支出について
6,000

会計室 会計企画担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（8月分）の支出について
52,008

会計室 会計企画担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用ＰＣプリンタ用リサイクルトナーの買入経費の支出について（会計事務用）
55,080

会計室 会計企画担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,857

会計室 会計企画担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（8月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（8月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（8月分）の支出について
47,446

会計室 会計企画担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（8月分）の支出について
21,372

会計室 会計企画担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　８月分）
5,371

会計室 会計企画担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　８月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　８月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
8,780

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,248,058

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
79,528

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　８月分）
38,418

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　８月分）
2,562

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
22,092
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会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
276,138

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
212,945

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
381,216

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
276,125

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
250,192

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
393,316

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,789

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
162,624

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,996

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
298,736

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
197,792

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
360,322

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
48,953

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
322,050

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
222,681

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
260,903

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
224,849

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
55,280

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
262,747

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,399,774

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
65,169

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
49,720

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
437,360

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
12,377,597

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,477,219

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,905,214

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
21,215

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
943,285

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,100,795

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
814,777

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,019,952

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
572,736

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
773,643

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
672,891

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
467,812

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
391,756

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
566,098

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
7,317

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
763,110

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
360,941

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,412

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
135,029



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
44,626

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
11,371

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
4,432

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
47,795

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
12,157

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
69,339

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
8,014

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
38,853

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
39,689

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
853,657

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
4,214,003

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,532,205

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
2,079,362

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,038,717

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
2,153,437

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
872,276

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,464,439

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
24,605,164

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
17,937

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
7,966,232

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
13,212

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
172,364

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,165,144

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
380,694

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
51,110

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
854,097

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
23,100

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
182,740

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
21,400

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
222,981

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
6,146

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
199,418

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
978,385

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
112,346

会計室 会計企画担当 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（8月分）の支出について
9,260,960

会計室 会計企画担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（8月分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
13,773
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会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
9,501

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（平成27年8月分）
1,728

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
155

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
237,781

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,902

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
18,502

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
223,810

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
359,435

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
372,718

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
226,743

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
349,786

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
70

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
422,524

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
345,620

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
225,677

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
210,102

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
239,579

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
1,459

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
245,622

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
256,406

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
237,292

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
405,362

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
226,731

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
217,059

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
303,775

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
22,002

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
226

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
12,133

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
2,262

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
22,824

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
98

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
12,861

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
18,819

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
1,116

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
838

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,054

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
115,756

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
47,465

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
1,192

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
322

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
1,639

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
51,815

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
35,528
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会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
286

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,779

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
743

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
299

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
392

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
473

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
12,158

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
10,376

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
24,207

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,704

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（8月分）の支出について
44,527

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
142

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
134,451

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
69

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
4,450

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,031

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
725

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
2,818

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
72

会計室 会計企画担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（8月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
195,599

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,269

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
3,012,443

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,394

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
327,293

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
121,415

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
316,617

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
527,323

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
622,684

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
413,390

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,188

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,064

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,142

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,092,889

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
613,289

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
406,954

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
667,070

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
578,023

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
356,436

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
404,767

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
538,016

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
701,361

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
821,841

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
538,012
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会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
970,252

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
197,816

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,933,413

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
919

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,269

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
13,215

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
124,230

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
243,311

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,351,289

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
465,543

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,030,539

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
594,998

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
845,289

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
814,676

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
162,958

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,179,158

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
815,301

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
90,567

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
20,334

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
306,694

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
617,875

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
286,740

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
8,510,532

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,317

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
919

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
23,861

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,094

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
83,444

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
38,628

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
71,697

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,490

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
27,590

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
30,574

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
17,552

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
105,940

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,487,143

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
8,008,266

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,269

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
223,597

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,269

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
919

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
251,926

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
8,011

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
5,544

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
179,859
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会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
96,909

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
84,578

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
12,787

会計室 会計企画担当 平成27年09月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
3,507,455

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
7,418

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
28,352

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
2,710

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
235

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,675

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,627

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,706

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,690

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
16,734

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,890

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,969

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,728

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
55,995

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
32,188

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,382

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
3,458

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,677

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
411,128

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
6,266

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,029

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,132

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,329

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
22,458

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,840

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 自治体契約ゼミナールの買入経費の支出について（会計事務用）
3,672

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点の買入経費の支出について（会計事務用）
9,075

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
12,813

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
446

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
4,758

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,526

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,600

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
77,618

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
58,336

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
14,556

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,347

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
5,172

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
8,486
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会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,820

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,569

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,177

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
8,112

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,125

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
4,479

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,828

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
275,957

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
658

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
13,661

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
4,257

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,134

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,846

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,907

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
935

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
183,917

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,920

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,419

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
7,264

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
902

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,038

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,017

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
650

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
5,965

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
291,028

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,095

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
8,516

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,786

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,739

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
8,368

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
7,140

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
21,420

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
69,765

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
23,886

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
7,140

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,592

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,698

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
14,280

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
32,520

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
7,368

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
80,465
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会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
66,692

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
43,267

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
20,528

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
103,631

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
326,615

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,371

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
7,393

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
8,090

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,342

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,044

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
21,161

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
6,365

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
45,731

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
98,198

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
160

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
146,790

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
296,718

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,182

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
31,458

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
112,969

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,656

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,134

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
7,164

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,264

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
12,970

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,611

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
15,504

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
14,405

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,813

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,910

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
16,955

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,329

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
87,002

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,874

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
28,247

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
667,618

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
21,966

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
3,729

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
26,696

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,264

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
99,760

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
15,967

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,188
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会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
333,526

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
10,329

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
4,648

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
311,362

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,723

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
2,615

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,849

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
2,981

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,528

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,711

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
48,606

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
13,060

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,162

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
90

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
47,346

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
11,519

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
20,346

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
36,656

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,929

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
55,034

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,153

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
45,198

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,617

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
82

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
41,538

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
39,512

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,615

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
10,376

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,117

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,667

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
11,240

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
8,609

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
24,848

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,520

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
33,418
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会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
12,470

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,820

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
262,377

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
48,167

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
10,574

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
46,642

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
77,539

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
18,481

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
31,979

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
21,657

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
8,492

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
23,943

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
31,776

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
86,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
13,998

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,558

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
3,036

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,231

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
3,188

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
10,214

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,127,096

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
1,555,475

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
166,955

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
7,137

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,033

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,606

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
17,085

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
26,232

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,330

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
172

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,268

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
79,795

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,299

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,384

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
9,091

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
10,403

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
4,102
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会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,238

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
79,831

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,123

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
8,972

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
413,434

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,006

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
8,539

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,758

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,789

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
2,920

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
24,336

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
47,657

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,073

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
86,026

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
149,198

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
164,692

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
168,295

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
9,552

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（8月分）の支出について
10,836

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（8月分）の支出について
17,196

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
6,312

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
20,296

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
3,035

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
1,096

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
28,358

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（8月分）の支出について
6,413

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（8月分）の支出について
451

会計室 会計企画担当 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（8月分）の支出について
111,857

会計室 会計管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（８月分）
4,489,073

会計室 会計管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 公金収納取扱手数料の支出について（平成２７年３月～平成２７年８月分）
31,891,659

北区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５３７＞
61,523

北区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５８３＞
138

北区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費　＜機械番号３８０５３７＞
13,371

北区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（７月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月28日分）
1,441

北区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月３１日分）
12,027

北区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（８月分）
1,823

北区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」編集デザイン業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年度９月号分）
223,560

北区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（８月分）
110

北区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（８月分）
35

北区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内等出張交通費の支出について（７月分）
24,900

北区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務用卓上型ラミネーターの修繕経費の支出について
10,260

北区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用フラットファイルほか４点の購入経費の支出について
78,793

北区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所保健福祉センター２階栄養指導室系統空調ドレン管通管作業経費の支出について
59,400
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北区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所　湧水系統排水ポンプ取換え工事経費の支出について
288,468

北区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月4日分）
16,800

北区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課（政策企画）窓口案内用扇風機購入経費の支出について
36,396

北区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区広報紙「わがまち北区」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷契約にかかる経費の支出について（平成２７年９月号分）
896,844

北区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
8,164

北区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（８月分）
14,340

北区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（８月分）
5,724

北区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月7日分）
972

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用消火器購入経費の支出について
86,184

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
119,551

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
113,304

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
138,543

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務用ロール式ラミネーターの修繕経費の支出について
41,040

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 区庁舎設備維持管理用消火器購入経費の支出について
10,500

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
9,922

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
7,229

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
6,852

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
599

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
2,323

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（８月分）
2,203

北区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
192

北区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　大阪市北区役所清掃業務委託の実施経費の支出について（８月分）
468,000

北区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（８月分）
9,936

北区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
28,728

北区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（８月分）
197,951

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（政策企画）事務用　後納郵便料金（８月分）の支出について
7,097

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（８月分）
283,164

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成27年度８月分）
234,900

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月9日、9月10日分）
5,858

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月9日、9月10日分）
1,010

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（８月分）
16,619

北区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（８月分）
5,341

北区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課（政策企画）事務用リングファイル　外30点購入経費の支出について
47,840

北区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（８月分）
142,034

北区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）の実施、及び同経費の支出について（８月分）
18,468

北区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月15日分）
2,640

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（１０月分）
115,500

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（８月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２９８５＞
14,644

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（８月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
25,940

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（８月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
9,090

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用段ボール箱購入経費の支出について
23,760

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用軽量ラック購入経費の支出について
71,415

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所　上水加圧ポンプ系統圧力タンク取換え工事経費の支出について
97,200

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（８月分）
8,856

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,395

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（８月分）
1,980

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（８月分）
25,113

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年度９月号分）
834,737
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北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（８月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
1,691

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
32,804

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（８月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
277

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
854

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
5,084

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（８月分）
907

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（８月分）
291

北区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり支援事業補助金（地域一体となった巡視のための支援事業）の支出について
1,126,980

北区役所 戸籍登録課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
1,810

北区役所 戸籍登録課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（８月分）
22,966

北区役所 戸籍登録課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
126,587

北区役所 戸籍登録課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
2,300

北区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8/19、8/21分）
216

北区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8/19、8/21分）
2,354

北区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課（区民協働）事務用パンチ替刃　外１３点購入経費の支出について
62,456

北区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制「学校案内（平成28年度小学校・中学校新入学者用）」の作成にかかる支出について
217,404

北区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域重点パトロール業務用啓発物品購入経費の支出について
192,780

北区役所 地域課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入れにかかる経費（8月分）の支出について（運営事務費）
5,508

北区役所 地域課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 戦後70年記念事業「読み聞かせ」開催にかかる著作権使用料の支出について
5,400

北区役所 地域課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる交通安全推進用啓発物品の購入経費の支出について
164,700

北区役所 地域課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる北区防災マップ（その2）の印刷経費の支出について
86,400

北区役所 地域課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰入にかかる経費の支出について（９月１日分）
9,936

北区役所 地域課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 学習活動支援事業用「北区ぶらぶら２０１５」チラシの作成経費の支出について
9,180

北区役所 地域課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
15,898

北区役所 地域課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（8月分）
8,418

北区役所 地域課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業にかかる北区防災計画の印刷経費の支出について
480,600

北区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区魅力向上事業（種から育てる地域の花づくり）用花種購入経費の支出について
32,508

北区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（８月分）
5,378

北区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　機械器具費 地域活性化事業用 移動式ドライ型ミスト発生装置（北区役所）その2　買入経費の支出について
6,621,004

北区役所 地域課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課（区民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
7,468

北区役所 地域課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（4月～9月）
206,400

北区役所 福祉課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（７月分）
11,624

北区役所 福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
909,746

北区役所 福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月4日～平成27年8月21日分）
5,054

北区役所 福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月4日～平成27年8月21日分）
7,200

北区役所 福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月4日～平成27年8月21日分）
6,800

北区役所 福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当業務用児童手当給付費未支給分の支出について（区支出）
30,000

北区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）9月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）9月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成27年5月分）
9,073

北区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
392,841

北区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　北区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
102,000

北区役所 福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第2回大阪市北区地域支援連絡会議にかかる事前調整会議の報償金の支出について
20,578

北区役所 福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小地域福祉活動計画策定委員会にかかる講師報償金（平成27年8月分）の支出について
10,980

北区役所 福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
234,000

北区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,117,888
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北区役所 福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

北区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成27年1月分）
8,970

北区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成27年4月分）
7,999

北区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
386,380

北区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員費用弁償（第2四半期分）の支出について
1,259,425

北区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業に係る支出について
280,000

北区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度児童委員費用弁償（第2四半期分）の支出について
1,190,675

北区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（８月分）
13,081

北区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　９月分の支出について
965,920

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
2,338

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,394

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
6,009

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,203

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,280

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
9,190

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,434

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年8月分）
428,272

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年８月分）
206,290

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,702

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,646

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,215

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年８月分）
438,703

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
9,925

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
5,060

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
13,346

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
148,594

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年8月分）
422,988

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
2,038

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,327

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年8月分）
119,346

北区役所 福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
12,785

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（８月分）
3,395

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
89,590

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,953

北区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
5,114

北区役所 保険年金課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度９月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて９月－１（歳出・一般分）
253,649

北区役所 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金一般事務用消耗品（ファイル外１８点）購入経費の支出について
118,800

北区役所 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金一般事務用消耗品（ファイル外１８点）購入経費の支出について
33,876

北区役所 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて９月－２（歳出・一般分）
46,598

北区役所 保険年金課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて９月－３（歳出・一般分）
499,985

北区役所 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（８月分）
11,521

北区役所 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて９月－４（歳出・一般分）
170,136

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
6,950

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
20,722

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
378,314

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年９月審査分　一般）
758,371

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年９月審査分）
600,000
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北区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２７年９月審査分）
819,848

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
613,617

北区役所 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
68,605

北区役所 健康課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　出張旅費（結核予防技術者地区別講習会）の支出について
2,680

北区役所 健康課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　テープのり外２３点買入経費の支出について
45,091

北区役所 健康課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　テープのり外２３点買入経費の支出について
106,607

北区役所 健康課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第１回）報償金の支出について（再支出分）
10,201

北区役所 健康課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　テープのり外２３点買入経費の支出について
12,312

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）８月１１日～８月３１日支出分
6,538

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）８月１１日～８月３１日支出分
6,800

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）８月１１日～８月３１日支出分
2,460

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年８月分）について
49,780

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年８月分）について
143,350

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年８月分）について
99,560

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年８月分）について
24,890

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年８月分）について
49,780

北区役所 健康課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）８月１１日～８月３１日支出分
5,814

北区役所 健康課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（８月分）の支出について
15,236

北区役所 健康課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１日～９月１１日支出分
13,432

北区役所 健康課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１日～９月１１日支出分
8,078

北区役所 健康課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１日～９月１１日支出分
820

北区役所 健康課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１日～９月１１日支出分
600

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（８月分）
24,460

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
885

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
12,956

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
738

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
164

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
420

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
82

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
34,242

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
3,690

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
1,968

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
164

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
1,396

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
1,066

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
3,008

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
1,978

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
1,148

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
7,405

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
5,743

北区役所 健康課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
7,407

北区役所 健康課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
2,296

北区役所 健康課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（８月分）
246

北区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６９９～７０４）
43,613

北区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６９６～６９８）
32,300

北区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.７０５）
3,888

北区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６７７～６９１）
69,978

北区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№６７５～６７６）
4,243
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北区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる報償金（７月分）の支出について
6,800

北区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№７３５～７４５）
34,020

北区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№７４６～７４８）
2,940

北区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№７２３～７３４）
40,060

北区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６９２～６９５）
27,510

北区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の施設入所にともなう予備面接にかかる管外出張旅費の支出について
1,620

北区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№７４９～７５８）
309,247

北区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№７５９～７６４）
118,193

北区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
62,040

北区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№７８１～７９０）
137,788

北区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№７９８～８０４）
142,944

北区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№７６８～７８０）
77,610

北区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№７０６～７１１）
34,060

北区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№７６６～７６７）
426,440

北区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.７９１～７９３）
19,870

北区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.７９４～７９７）
52,113

北区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№８１０～８１２）
8,100

北区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（長期入院患者に係る診療報酬　№８１５）
20,160

北区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業にかかる７月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
420

北区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる７月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
3,250

北区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№７６５）
8,786

北区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
11,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
7,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
720

北区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
500,000

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,592

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業にかかる８月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
540

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる８月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
4,410

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（８月分）の支出について
232,704

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№８３７～８３８）
287,280

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№８１６～８２２）
84,507

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校８月分）
23,700

北区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校８月分）
83,466

北区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（文書料　№８３９～８４９）
38,920

北区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№８０６～８０９）
15,530

北区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（１件　№８５０）
19,580

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（平成２７年８月分）
15,783

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.８２８～８３３）
38,574

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.８２３～８２７）
21,773

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.８５１）
3,888

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№８１３～８１４）
19,440

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について（№８３４）
427,120

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№８５４）
83,660

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№８５５）
241,775

北区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
62,537

都島区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（7月分）
3,036

都島区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用クリアホルダー外13点の購入経費の支出について
126,986
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都島区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　新聞未購読世帯への都島区広報誌「広報みやこじま」の配付業務委託経費の支出について（平成27年8月号分）
106,524

都島区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）事務用電子レジスター保守点検業務委託料の支出について（4月～7月分）
19,044

都島区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年7月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
43,819

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（8月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 リーガルサポート制度にかかる弁護士謝礼の支払いについて（平成27年7月16日実施分）
5,400

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,534

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,620

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
130

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（8月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,500

都島区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用両面テープ外3点の購入経費の支出について
20,304

都島区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（8月分）
12,538

都島区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（8月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（8月分）
10,000

都島区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（8月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年8月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年8月分）
80,453

都島区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報誌編集用PCの長期借入経費の支出について（平成27年8月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画事務用インクタンク外2点の購入経費の支出について
27,918

都島区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　8月分）
60,300

都島区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（平成27年8月分））
450,120

都島区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（10月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報誌（平成27年5月号～平成28年4月号）概算印刷経費の支出について（平成27年9月号分）
856,375

都島区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　都島区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）経費の支出について（平成27年9月号分）
623,070

都島区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度 都島区広報誌「広報みやこじま」（平成27年5月号～平成28年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）経費の支出について（平成27年9月号分）
29,937

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年8月分）
7,305

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年8月分）
4,353

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年8月分）
2,341

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年8月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
550

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年8月分）
13,913

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
44,742

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
202

都島区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
6,560

都島区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　8月分）
425,952

都島区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（8月分）
332,570

都島区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（8月分）
17,966

都島区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（8月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成27年8月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（8月分）
16,202

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クリーン３大作戦事業用水性つや有ペイント外１１点の購入経費の支出について
41,288

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用物品（ラインパウダー外3点）買入にかかる経費の支出について
96,768

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（水性ペン外22点）買入にかかる経費の支出について
4,736

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（水性ペン外22点）買入にかかる経費の支出について
6,182

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（水性ペン外22点）買入にかかる経費の支出について
2,343

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（水性ペン外22点）買入にかかる経費の支出について
12,245

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（水性ペン外22点）買入にかかる経費の支出について
23,904

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 企業・社会福祉施設等との防災協力事業用区民防災マップ（ホームページ及び広報誌用）のデータ作成及び同経費の支出について
28,917
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都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
5,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
9,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯対策事業用青色防犯パトロール車両（電気自動車）にかかる継続検査（12ヵ月法定点検）の実施経費の支出について
4,320

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯対策事業用青色防犯パトロール車両（電気自動車）にかかるタイヤ交換の実施経費の支出について
17,280

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業用セル培土外２点の購入経費の支出について
150,984

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市都島区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第1四半期分）
3,591,250

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用ハロゲン電球外1点の購入経費の支出について
10,368

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民まつりにかかる生涯学習事業用丸ビーズ外１件の購入経費の支出について
11,156

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度大阪市都島区青少年指導員活動交付金の交付について（中野地域青少年指導員会）
28,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
1,274

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
164

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
900

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第1回都島区人権啓発推進員研修会における講師補助謝礼の支払いについて
3,225

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業用防災アルミシートの購入経費の支出について
18,360

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（8月分）
7,745

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策事業用携帯電話使用料の支出について（8月分）
5,771

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第1回都島区人権啓発推進員研修会における講師謝礼の支払いについて
6,450

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（8月分）
16,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯対策事業用都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（8月分）
173,290

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年９月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年９月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金９月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金９月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（５月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（７月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（７月分）
3,590

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（５月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（７月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
350,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
972,940

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等委託経費(7月分)の支出について
2,852,528

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　９月①）
237,416

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(8月分)
70,344

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　９月②）
27,484

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
5,836

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
135,460

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
119,855

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
32,330

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
66,932

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
506,805

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（８月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（８月分）
780

都島区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　９月③）
42,644

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（７月分）
11,728

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用９月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（９月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
579,768
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
327,797

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
182,852

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
48,119

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
14,364

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
896

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
15,984

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
2,702

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
6,255

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
117,376

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,914

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
32,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
143,932

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
39,195

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,925

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,432

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
223,915

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
57,472

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
154,391

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
8,640

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
23,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
19,854

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
23,265

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
62,208

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
52,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
22,469

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
20,140

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
43,740

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,316

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
35,232

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,764

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,550

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,834

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,196

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
10,170

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
60,159

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
3,758

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
15,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
11,148

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材代及び校外活動費８月分）の支出について
67,906

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
100,412

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬７月分）の支出について
44,640

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
13,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
13,824

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第2四半期　NO3）
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙外9点の購入経費の支出について
3,888

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生ネパールとのｗｅｂ交流事業（第2回web交流）にかかるファシリテーター謝礼の支払いについて
15,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）１７号
63,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２１号
9,850

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
42,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
24,340

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２６号
50,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
34,622

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
47,640

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）１１号
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
22,878

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２５号
65,340

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
42,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
45,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
51,462

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
12,935

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
48,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,337

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用シングルサテンリボン外2点の購入経費の支出について
12,074

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
102,619

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
19,718

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
9,126

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）の支出について
18,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
10,746

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,944

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
32,828

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分)の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代６月分）の支出について
14,808

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）にかかる支出について
5,204

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
89,640
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
3,607

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代７月分）にかかる支出について
13,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（6月分）※追加分
4,740

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
157,176

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
59,966

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
4,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
152,106

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
11,690

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診報償金（その他）７月分
6,108

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
108

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
972

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
24,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代６・７月分）支出について
25,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
22,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
70,550

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
45,692

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
224,216

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
264,716

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（8月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（８月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用洗濯用洗剤外7点の購入経費の支出について
10,115

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用エプロン外4点の購入経費の支出について
13,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用洗濯用洗剤外7点の購入経費の支出について
6,949

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（9月分）
78,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,630

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
31,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
62,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,088

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
315,260

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
5,868

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
40,029

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
177,390

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
142,328

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,426
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,426

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
29,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
22,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
227,110

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
8,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越し）の支出について
59,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材費　８月分）の支出について
17,840

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料）の支出について
20,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料）の支出について
46,426

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
233,006

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
8,522

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
756

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
11,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,772

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,446

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,491

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
12,910

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
129,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
4,031

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
14,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　７月分）の支出について
23,520

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
218,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
2,937

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
6,791

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育てネットワーク事業「都島区子育て支援講座」にかかる講師謝礼の支出について
11,980

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
21,295

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
6,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
8,313

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,312

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
20,250

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
46,092

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
6,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,638

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,956

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
8,797

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
11,078

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２２号
4,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２８号
36,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）２７号
56,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
7,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
6,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
2,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費２～３月分）の支出について
149,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
4,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
60,521

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
232,316

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
232,316

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
244,916

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１０月分）
28,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
129,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１０月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１０月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
1,469

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
5,238

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１０月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１０月分）
1,500,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（９月分）の支出について
1,248,170

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（８月分）
25,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度　民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期分）の支出について
1,002,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３８号
380,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
9,870

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３４号
85,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
30,462

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８・９月分）支出について
22,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
19,806

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
26,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費及び校外活動費　８月分）の支出について
54,855

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費８月分）の支出について
12,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
26,619

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
14,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
221,940

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度　民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期分）の支出について
960,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）８月分の支出について
348,460

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）８月分の支出について
18,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
1,290

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
640

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
240

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
174

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
140

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
1,394

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
17,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
1,066

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
574

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
888

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
3,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
386

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（8月分）の支出について
520

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
11,822

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
13,976

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
902

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
116,408

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
13,556

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
2,246

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
108,000
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都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
8,467

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
25,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
9,940

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
32,905

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
21,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（8月分）
14,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
656

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
331,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
316,210

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（８月分）
4,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
17,037

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬８月分）の支出について
44,640

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
7,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館結核事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
800

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
328

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
6,785

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
1,674

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
1,722

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（８月分）
10,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（８月分）
18,540

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
2,182

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
12,422

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成27年8月分）
1,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
83,906

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（８月分）
3,356

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
9,761

都島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（8月分）
164

福島区役所 企画総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
4,320

福島区役所 企画総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（冷蔵庫）
37,368

福島区役所 企画総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（ふせん　外１０点）
78,695

福島区役所 企画総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大阪市中央卸売市場前港　海の駅」新規開設・管理運営事業者選定委員会の委員報償金の支出について
33,000

福島区役所 企画総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分（4回目） 小口支払基金繰入金の支出について
13,180

福島区役所 企画総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分（4回目） 小口支払基金繰入金の支出について
2,678

福島区役所 企画総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分（4回目） 小口支払基金繰入金の支出について
738

福島区役所 企画総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 平成27年8月分（4回目） 小口支払基金繰入金の支出について
432

福島区役所 企画総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（ロッカー）
55,080

福島区役所 企画総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（8月分）
368

福島区役所 企画総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_17
908

福島区役所 企画総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所運営事務用　福島区役所金庫の移設及び廃棄業務委託経費の支出について
100,980

福島区役所 企画総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分（5回目）　小口支払基金繰入金の支出について
432
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福島区役所 企画総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成27年5月号～平成28年4月号）（9月号分）
113,400

福島区役所 企画総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成27年度福島区役所敷地内植栽剪定及び病害虫防除業務委託経費の支出について
189,000

福島区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる種蒔き培土外３３点の購入経費の支出について
161,330

福島区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
10,044

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（コンパクト型蛍光ランプ　外１点）
22,896

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　区役所事業用FAX機の使用代金の支出について
72

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成27年5月号～平成28年4月号）（9月号分）
209,088

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　福島区役所窓口案内業務委託経費の支出について
170,728

福島区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
62,215

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育・発達障害ボランティア事業の謝礼の支払いについて(8月分)その２
2,000

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育・発達障害ボランティア事業の謝礼の支払いについて(8月分)
3,000

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　企画総務課用市内出張交通費の支出について
4,272

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるきみどり活動看板の購入経費の支出について
53,298

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島区役所４階排煙窓装置修繕にかかる経費の支出について
96,120

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度８月分　区民モニターにおける郵送料の支出について
57,715

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
6,868

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
1,680

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
898

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
103,502

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
82

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
3,054

福島区役所 企画総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
6,442

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用　多目的トイレ（5階）用リモコンの購入について
13,068

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用 福島区役所 空調設備（ファンコイルユニット洗浄）の修繕経費の支出について
154,440

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
82

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,047

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
2,788

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成27年4月号～平成28年3月号）（9月号分）
435,854

福島区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
27,498

福島区役所 企画総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査にかかる消耗品の購入経費の支出について
25,434

福島区役所 企画総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
1,268

福島区役所 企画総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
5,166

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務費にかかるハレパネ外６点の購入経費の支出について
155,790

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　区役所事業用コピー代金の支出について
98,104

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（トナー/ドラムカートリッジ　外５点）
61,884

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,202

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（8月分）
211,000

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制制度案内冊子「平成28年度大阪市福島区学校案内」(小・中学校用)印刷業務の実施及び同経費の支出について
258,876

福島区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校選択制制度案内冊子「平成28年度大阪市福島区学校案内」(小・中学校用)企画編集業務委託の実施及び同経費の支出について
197,640

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（8月分2回目･口座払）
400,828

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（９月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金支払準備金の支出について（９月分）
450,000
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福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(8月分2回目･口座払）
18,302

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）９月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付支払資金（退職分）９月分の支出について
1,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナーの購入及び同経費の支出について
7,776

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納付分還付金の支出について
10,682

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用液状のり外１６点の購入及び同経費の支出について
11,383

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年9月1回目）
10,368

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（8月分2回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
49,155

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査用消耗品の購入にかかる経費の支出について
7,462

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年9月2回目）
87,937

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年9月2回目）
1,820

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用リサイクルトナーの購入及び同経費について
4,644

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（9月分1回目･口座払）
124,681

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(9月分1回目・口座払)
207,466

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年８月分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
480

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
360

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
109,296

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年８月分）
120

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年８月分）
240

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
2,438

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
16,856

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
43,470

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
34,190

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
337,151

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
83,653

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年9月3回目）
150,974

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
56,782

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
3,298

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
13,687

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
41,048

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる業務委託料第１９回中間払い（平成２７年８月分）の支出について
2,296,263

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票等送付にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
96,855

福島区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
10,071

福島区役所 市民協働課 平成27年09月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 防犯街頭啓発にかかる啓発物品の購入経費の支出について
97,200

福島区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（６月分追加　玉川ウォッチング）
10,000

福島区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分４回目）
540

福島区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業における消耗品（顔彩　外４点）の購入経費の支出について
13,572

福島区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年生涯学習地域交流事業（ステップワンステージ）に係る経費の支出について
395,820

福島区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（７月分）
34,000

福島区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「みんなでつくる安心安全なまち2015in福島区」防災イベントの業務委託経費の支出について
378,000

福島区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業（人権推進員連絡会研修会）におけるチラシ作製費の支出について
48,319

福島区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業における消耗品（縁台）の購入経費の支出について
21,492

福島区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発事業夏休みヒューマンシアターの出張映画上映業務委託経費の支出について
151,200

福島区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２７年８月分)
3,360

福島区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（４月～９月分）
129,600

福島区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業消耗品（普通紙ロール（厚手）外1点）購入経費の支出について
40,683
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福島区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための日産リーフ長期継続リース契約（平成２６年１１月～平成２８年１０月）経費の支出について(平成２７年８月分)
38,880

福島区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
28,663

福島区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
984

福島区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
7,544

福島区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（第一回目）
18,895,071

福島区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（８月分　ヨガ）
5,000

福島区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（８月分）
32,000

福島区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業（平成27年度福島区民まつり）用 丸型スタンダードアソート10インチ（風船）外1点 購入経費の支出について
24,948

福島区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
984

福島区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年８月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）９月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）９月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）９月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
11,339

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,352

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
235,904

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,583

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
235,904

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,621

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
315,354

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,464

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,950

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
125,289

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（７月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（７月分）
840

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（７月分）
3,526

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
15,860

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年8月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（７月分）
2,850

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
37,308

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分　２回目）
3,974

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分　２回目）
2,646

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費９月支給分の支出について（その２）
259,706

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費９月支給分の支出について
398,517

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　一部負担金相当額等一部助成費９月支給分の支出について
131,704

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分　２回目）
9,163

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分　２回目）
14,152

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　こども医療費療養費９月支給分の支出について
133,630

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　ひとり親家庭医療費療養費９月支給分の支出について
16,893

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分　２回目）
254

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
420,514

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬祭にかかる委託料の支出について
154,729

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（７月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（７月分）
2,499

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（７月分）
1,579
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福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
50,245

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,450

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,814

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
2,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計１件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（７月分）
2,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（７月分）
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
29,868

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,647

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年8月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
330,680

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼８月分の支出について
22,980

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員･児童委員費用弁償金(第2四半期）の支出について
730,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,073

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,659

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,998

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
473,069

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
148,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,380

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成27年８月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業業務にかかる消耗品購入の支出について
162

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
600

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
4,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品購入の支出について
4,968

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業業務にかかる消耗品購入の支出について
5,184

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業業務にかかる消耗品購入の支出について
27,541

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成27年8月分の支出について
28,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員･児童委員費用弁償金(第2四半期）の支出について
683,850

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計3件）
6,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,616,960

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,972,302

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
61,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
550,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
734

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
1,940

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費９月支給分の支出について（その３）
156,327

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　一部負担金相当額等一部助成費９月支給分の支出について（その２）
56,483



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
492

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
112,418

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
246

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
246

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用印刷製本費の支出について
59,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
1,148

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
8,860

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
3,764

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
492

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　こども医療費療養費９月支給分の支出について（その２）
390,436

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
16,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費（９月分）の支出について
1,278,350

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,212

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成27年８月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
440

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
6,940

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,093

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,797

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
4,797

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
400

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
10,668

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
10,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,426

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,426

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
52,902

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,724

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
40,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
246

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
574

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
174

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,460

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
15,442

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
43,860

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
38,326

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成27年８月分
16,655

福島区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年８月分
860

此花区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）ガス料金の支出について　平成２７年８月分
368,318

此花区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　受水槽清掃業務委託料の支出について
32,400

此花区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　レジスター保守点検業務委託料の支出について（平成27年4月～7月分）
19,044

此花区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）事務用イスの購入経費の支出について
71,280

此花区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）大判プリンター用ロール紙購入経費の支出について
14,504

此花区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議運営業務用物品購入経費の支出について（ＵＳＢメモリー他４件）
16,633
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此花区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所１階ロビーにおける内装工事にかかる経費の支出について
831,600

此花区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
957

此花区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
40,064

此花区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（８月分）
993,598

此花区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
9,300

此花区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（８月分）
10,263

此花区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出ついて（平成27年8月分）
957

此花区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年8月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（8月分）
29,520

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）８月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
110,782

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）ガス料金の支出について　平成２７年９月分
312,331

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　3階市民協働課　照明設備修繕にかかる経費の支出について
33,480

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　栄養指導室前水栓　水漏れ修繕経費の支出について
10,800

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年９月分　払込書１通
16,202

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（平成27年8月分）の支出について
362

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成27年９月分　払込書１通
3,814

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課事務用）の支出について（平成27年8月分）
892

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（平成27年8月分）
6,463

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）此花区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
157,320

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）カラ―プリンター保守業務の委託にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成27年8月分）
1,715

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発用）の支出について（平成27年8月分）
4,346

此花区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,028

此花区役所 市民協働課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 Ｄｏプラン事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（のぼり）
21,060

此花区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年8月号分）
362,793

此花区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる経費の支出について（平成27年8月号分）
371,846

此花区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務にかかる経費の支出について（平成27年8月号分）
273,326

此花区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度地域経済活力創造制度　「この花　健康・エコ・にぎわい通り事業」にかかる分担金の支出について
350,000

此花区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはな環境創造に関する懇談会にかかる報償金経費の支出について（７月28日実施分）
17,133

此花区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
1,500

此花区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（8月17日　折り紙教室）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２０～２１）
1,440

此花区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２０～２１）
3,116

此花区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員報酬経費の支出について（上半期分）
100,800

此花区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 このはな環境創造プロジェクト～大阪ひかりの森プロジェクト地域貢献事業にかかる消耗品購入経費の支出について（パンジー他）
72,802

此花区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 此花区学校選択制にかかる学校案内冊子の印刷経費の支出について
357,944

此花区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（８月　陶芸教室）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「このはな環境創造プロジェクト｣小中学校における科学実験を用いた環境学習講座企画運営業務委託にかかる公募型企画提案の審査委員報償経費の支出について
33,386

此花区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号分）
273,326

此花区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成27年8月分）
6,072

此花区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪撲滅事業にかかる消耗品購入経費の支出について（ポケットティッシュ）
51,840

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（８月分）
15,000

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度MKBプロジェクト事業（ＭＫＢの祭典）のチラシ印刷経費の支出について
32,508

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号分）
362,793

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
492

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
3,126
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此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
82

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
82

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
1,144

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
97

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成27年8月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成27年8月分）
3,690

此花区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
30,889

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の前渡資金の支出について（平成27年９月分）
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の前渡資金の支出について（平成27年９月分）
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　９月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
122,595

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　９月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
9,829

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
26,770

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
2,266

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年８月申請分）
700,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年８月申請分）
102,360

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年8月申請分）
289,862

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外８点の購入経費の支出について
756

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外８点の購入経費の支出について
5,923

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外８点の購入経費の支出について
2,835

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
6,496

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外８点の購入経費の支出について
486

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年８月後半申請分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外３点の支出について
1,836

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　詰め替えテープ外３点の支出について
1,404

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
11,323

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（８月分）の支出について
5,923

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（８月分）の支出について
2,961

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（８月分）の支出について
5,923

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月申請分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（８月分）
360

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（８月分）
1,860

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月申請分）
421,155

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（８月分）の支出について
47,268

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分）の支出について
7,397

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査送付にかかる料金後納郵便料金（８月分）の支出について
113,245

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返送にかかる料金受取人払分の郵便料金（８月分）の支出について
291

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分）の支出について
57,889

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分保険担当返信用）の支出について
4,364

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分保険担当返信用）の支出について
8,470

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分管理担当返信用）の支出について
43,522

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分）の支出について
413,278

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
32,141

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分）の支出について
78,225

此花区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（８月分）の支出について
26,470

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
437,353



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
406,702

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
198,456

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
361,044

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
900

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
91,658

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
38,087

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
40,040

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
33,820

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
2,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
876,306

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費の支出について(平成27年9月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費の支出について(平成27年9月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費の支出について（平成27年9月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立てにかかる診断書料の支出について
2,160

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,943

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
92,090

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
136,680

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用文房具及びゴム印品購入経費の支出について
3,302

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用文房具及びゴム印品購入経費の支出について
44,218

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用文房具及びゴム印品購入経費の支出について
10,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベントにかかる消耗品の購入経費の支出について
34,378

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
17,114

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,949

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,260

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,169

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,694

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,088

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業の支出について
228,167

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
380,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
11,205

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
111,700

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
26,052

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,556

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
4,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
520

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２７年８月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　此花区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
48,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業の支出について（代理受領方式）
321,566

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
52,350

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
45,829

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
900

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
324,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
21,216

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
383,085

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
55,240

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
206,765

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
103,660
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此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
53,747

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
826,586

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,922

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
96,880

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業費の支出について
220,338

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
745,699

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度　社会保障生計調査用報償金の支出について（平成２７年８月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費10月分資金前渡金の支出について
14,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費10月分資金前渡金の支出について
6,500,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
130,544

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費10月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費10月分資金前渡金の支出について
2,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
3,160

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第3四半期分）
813,225

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員にかかる費用弁償(第２四半期)の支出について
882,875

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
420

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年８月１０日支払帳票作成分）の口座不能による再支出について
23,208

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年７月７日支払帳票作成分）の口座不能による再支出について
26,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
59,961

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
79,630

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,344

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員にかかる費用弁償(第２四半期)の支出について
836,625

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,040

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
340

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成27年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（平成27年9月分）
1,099,740

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
5,920

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,480

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる費用の支出について
3,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
172,642

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
429,560

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
80,188

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
576

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
8,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
33,444

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
28,130

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶費用の支出について
102,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
887,220

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２７年８月１０日支払帳票作成分）の支出について
41,163

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師報償金の支出について（平成２７年９月１日分）
6,820

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師報償金の支出について（平成２７年８月３１日分）
9,020
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此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
656

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
10,520

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年７．８月分　保健福祉課（福祉）返信用後納郵便料の支出について
194

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
29,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
9,461

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年９月８日支払帳票作成分）の支出について
893,001

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,156

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
215,606

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
43,250

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
656

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
11,853

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
256

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年９月８日支払帳票作成分）の支出について
254,373

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年７月３日支払帳票作成分）の口座不能による再支出について
18,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
529

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料８月分の支出について
34,279

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料８月分の支出について
186,943

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
410

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
17,751

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,092

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
52

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
6,755

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,922

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
42,286

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,650

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,064

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２７年９月８日支払帳票作成分）の支出について
589,897

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,408

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診報償金（８月分）の支出について
137,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診報償金（８月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室報償金（８月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金（８月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について
9,522

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成27年８月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,544

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成２７年８月分）
8,225

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジ購入経費の支出について
12,312

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
61,261

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,990
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此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,320

此花区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
400

中央区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査における消耗品（フラットファイル外４点）の支出について
325,695

中央区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（７月分）
720

中央区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（７月分）
33,712

中央区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（７月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成27年4月号～平成28年3月号）経費の支出について（7月号）
746,503

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
615

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
502

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（８月分）
4,758

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所窓口サービス課待合いフロア個別空調用室外機ﾌｧﾝ・ﾓｰﾀｰ取替工事の支出について
65,340

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
7,728

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
5,248

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
574

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
164

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳書決議番号３６～３７・２０６～２０８・３０４～３０５・４１１）
3,000

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（８月分）
426

中央区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（８月分）
149

中央区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）の実施並びに同経費の支出について（9月号）
911,412

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入経費の支出について（8月分）
13,402

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
141,221

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
67,209

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
5,602

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
11,771

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
1,960

中央区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（８月分）
4,119

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（８月分）
19,117

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（８月分）
6,494

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約経費の支出について（８月分）
230,100

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（８月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入経費の支出について（８月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査におけるクラフト封筒外３点の購入並びに同経費の支出について
38,005

中央区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　食糧費 平成27年国勢調査におけるクラフト封筒外３点の購入並びに同経費の支出について
44,789

中央区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納８月分）の支出について
386

中央区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会一般後納８月分）の支出について
4,018

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
2,663,908

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市外）
116,891

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
1,473

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託経費の支出について（８月分）
27,000

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
208,858

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市外）
10,483

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（８月分）
73,100

中央区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市外）
3,669

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（平成27年8月分）
3,036

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借経費の支出について（10月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（８月分）
600

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（８月分）
16,320
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中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（８月分）
88,643

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（８月分）
21,050

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
2,106

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
114,045

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年8月分）
246

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
295,886

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年8月分）
621

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（８月分）
1,747

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査員同行者登録用】の支出について（８月分）
1,261

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出後納払（調査員説明会用】の支出について（８月分）
33,844

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
188

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
26,536

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
9,287

中央区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料８月分の支出について（市内等）
66

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について　（平成27年７月分）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般９月分の支出について
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退９月分の支出について
3,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（８月第５回支給決定分）
33,690

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（８月第２回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用ドラム/トナーカートリッジ購入経費の支出について
279,990

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 7月申請分保険者間調整に伴う療養費の支出について
14,252

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（８月第６回支給決定分）
56,718

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（８月第２回支給決定分）
847,420

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（８月第６回支給決定分）
41,374

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（８月第３回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（８月第３回支給決定分）
168,140

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（８月第４回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（８月第７回支給決定分）
192,580

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　８月分５回目
652,442

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　９月分１回目
101,679

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第１回支給決定分）
184,809

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
12,340

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成27年8月分）
4,376

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
68,109

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）事務用市内出張交通費（２７年８月分）の支出について
4,800

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（８月分・南局）
294,831

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（８月分・東局）
96,017

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（８月分）
80,903

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（８月分・東局）
422,717

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
148,312

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（徴収）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
42,422

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
41,449

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（徴収）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
11,072

中央区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
7,552

中央区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に係る講師謝礼金の支出について（７月実施・大阪市立中大江幼稚園ＰＴＡ主催分）
8,600

中央区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる防犯啓発用腕章の購入の支出について
80,352
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中央区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 中央区学校選択制にかかる学校案内作成経費の支出について
258,066

中央区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業に係る啓発物品の購入経費の支出について
33,480

中央区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区生涯学習推進・支援事業用　中央区生涯学習フェスタ2015の実施に係るチラシの作成経費の支出について
56,700

中央区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」における標識テープ外２４点の購入経費の支出について
276,026

中央区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（前期）
129,600

中央区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（８月分）
830,520

中央区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（８月分）
907,830

中央区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（中央小　追加７月）
11,360

中央区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（８月分）
32,760

中央区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　外国籍児童生徒サポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（８月分）
800

中央区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に係る講師謝礼金の支出について（９月実施・大阪市立銅座幼稚園ＰＴＡ主催分）
8,600

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電動自動車）の自動車運送車両法第48条第1項の規定による定期点検整備の経費の支出について
10,800

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
2,148

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
3,061

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づくコピー代金（８月分）の支出について
10,228

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業（種から育てる地域の花づくり事業）にかかるトンネル支柱用パッカー他２点の購入経費の支出について（その３）
9,288

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（８月分）
6,468

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる料金後納郵便料金の支出について（8月分）
1,720

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（８月分）
82

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料（８月分）の支出について
1,637

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（８月分）
62,245

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度学校選択制希望調査票に係る料金後納郵便料金（受取人払）の支出について（８月分・東郵便局）
11,640

中央区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度学校選択制実施案内に係る料金後納郵便料金の支出について（８月分・南郵便局）
46,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
53,446

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成27年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（９月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成27年7月分）
62,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成27年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（９月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
198,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
181,304

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
23,903

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,418

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
58,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（校外活動費）の支出について
17,896

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
4,212

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
12,130

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
49,884

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
43,580

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
4,320

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,860

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
59,316

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域福祉見守り活動事業の支出について（平成２７年７月分）
1,285,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について（平成27年7月28日開催分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
4,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
111,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
10,640

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成27年7月分）
6,300
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中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年7月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年7月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（７月分）の支出について
6,461

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（７月分）の支出について
3,229

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
94,420

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
70,061

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年7月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
23,945

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
950

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
62,030

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
65,930

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
113,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
17,680

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年７月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
36,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
79,700

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
62,854

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳番号４０９・４１０号）
4,698

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳番号４０９・４１０号）
4,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・内訳番号４０９・４１０号）
2,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
14,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
32,290

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
244,416

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（８月分）
27,900

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
243,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
77,689

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
85,622

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
161,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
24,807

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
43,695

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代）の支出について
12,160

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
900

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
34,590

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
176,831

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
9,956

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１０月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
15,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１０月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
9,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１０月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１０月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（8月分）決議番号18～22
13,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
48,000
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中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
20,350

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
298,175

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
160,316

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託及び同経費の支出について
173,049

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（8月分）決議番号18～22
1,170

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（8月分）決議番号18～22
1,301

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
340

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
720

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期分）の支払いについて（個人口座振込分）
854,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支払いについて（桃谷地区）
69,225

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
3,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
2,760

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
1,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
1,110

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
99,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
190,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（教材代）の支出について
6,172

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
19,410

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
40,444

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
320

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期分）の支払いについて（個人口座振込分）
800,250

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支払いについて（桃谷地区）
65,475

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
1,020

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成27年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（９月分）
804,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（６～７月分）
1,440

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（９月支払分）
136,870

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（９月支払分）
367,044

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（９月支払分）
91,031

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（９月支払分）
451,588

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（９月支払分）
116,684

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（７月分）
3,848

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
410

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
656

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局受取人払分）
1,067

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
6,808

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
2,468

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
256

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
1,722

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
2,952

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
512

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
468
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中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
4,615

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
205

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費（平成２７年８月分）
4,640

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（８月分）の支出について
43,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（８月分）の支出について
38,535

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（８月分）の支出について
186,129

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
5,150

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,100

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代・装具代）の支出について
114,021

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
214,416

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（8月分）
1,076

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（8月分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（8月分）
22,843

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
4,594

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（8月分）
1,622

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
6,180

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
67,034

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
1,066

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・南局分）
22,208

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
30,149

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
3,140

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
3,276

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
62,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（8月分）
19,528

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
3,312

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
63,852

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金（８月分）の支出について
27,231

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用ペットボトルお茶の購入の支出について
9,504

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
430

中央区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（８月分・東局分）
2,276

西区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
9,278

西区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成27年8月分）
1,581,719

西区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所飲料用給水ポンプ修繕経費の支出について
64,800

西区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成27年8月号）
71,863

西区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号）
213,937

西区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年9月号）
194,400

西区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号）
212,755

西区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区区政会議委員選考委員会委員報償金の支出について
14,200

西区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
19,850

西区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
284

西区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
4,674

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（１０月分）
180,000
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西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成27年8月分）
154,437

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
2,278

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
304

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西区役所3階電話回線移設業務の実施に係る経費の支出について
75,600

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
2,708

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成27年8月分）
417,262

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務（概算）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
13,247

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴サービス提供業務の経費の支出について（平成27年8月分）
1,620

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成27年8月分）
12,204

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
4,428

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
134,475

西区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,028

西区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
3,884

西区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号）
71,733

西区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成27年9月分）
16,202

西区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
26,313

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （９月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （９月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
16,612

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
170,978

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
434,976

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
31,465

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分・療養費退職分の支給について
13,131

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療事業用トナーカートリッジ購入経費の支出について
38,880

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療事業用トナーカートリッジ購入経費の支出について
210,060

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
74,886

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療事業用トナーカートリッジ購入経費の支出について
38,880

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳等事務用ドラム／トナーカートリッジ買入経費の支出について
756,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制用「学校案内」の作成経費の支出について
289,558

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
40,863

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
3,784

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
824,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内等出張旅費の支出について（7月分）
2,956

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
200,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険の還付金の支払いについて
7,220

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
351,472

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（８月分）の支出について
16,646

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）８月分郵送料（文書発送用）の支出について
3,528

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）８月分郵送料（文書発送用）の支出について
507,187

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）８月分郵送料（文書収受用）の支出について
50,243

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）８月分郵送料（発送用）の支出について
12,887

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）８月分郵送料（発送用）の支出について
102,959

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）８月分郵送料（発送用）の支出について
39,770

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）８月分郵送料（発送用）の支出について
36,222

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）８月分郵送料（収受用）の支出について
37,294

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
3,533,511
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西区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
98,622

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
2,445

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用FAX回線使用料の支出について（平成27年8月分）【9月請求分】
3,814

西区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年8月分）の支出について
116,458

西区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用地域安全対策職員長袖ポロシャツ外７点買入経費の支出について
47,628

西区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災防犯対策事業用地域安全対策職員長袖ポロシャツ外７点買入経費の支出について
4,147

西区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯対策事業用青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検経費の支出について
11,869

西区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」に係る種まき培土他24点の買入経費の支出について
104,760

西区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）
105,600

西区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 防犯対策事業用市内出張交通費の支出について（平成27年度8月請求分）
360

西区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
237

西区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立西区民センター３階中庭漏水及び１階天井改修経費の支出について
756,000

西区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（８月分）
5,549

西区役所 市民協働課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（8月分）
820

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
2,860

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
2,484

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,040

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成27年9月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成27年9月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（７月分）の支出について
4,176

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
255,841

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査に係る報償金（第１四半期）の支出について
10,200

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
27,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
36,940

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
200,180

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
26,147

西区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
26,280

西区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について
244,276

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
36,884

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
88,560

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
61,035

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
560

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
65,300

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車・バス）の支出について
7,150

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,220

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
14,740

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
32,690

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
3,340

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
14,400

西区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
218,620

西区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
360,627

西区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

西区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
312,020

西区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
74,108

西区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
48,720
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西区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
1,120

西区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
209,016

西区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
78,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（８月２８日実施分）
74,670

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
432

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
2,124

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
840

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
960

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
258,436

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
684

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年８月決定分②）
241,470

西区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年６・７月分）
480

西区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
202,910

西区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度西区役所スクールソシャルワーカーにかかる報償金の支出について(8月分）
42,960

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス受給者の個別検討会議にかかる管外出張経費の支出について
920

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
203,008

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
209,172

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
26,185

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
251,200

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年８月分教育扶助費の支出について
39,808

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
18,230

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
37,140

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
6,410

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,400

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（８月分）
6,300

西区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（８月分）
3,687

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
15,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所における国民健康保険等システム及び総合福祉システム用端末機器の移設に係る接続及び疎通・動作確認業務委託料の支出について
86,400

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
365,800

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
361,380

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,300

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,200

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１０月分生活保護費の支出について
10,300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１０月分生活保護費の支出について
6,300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１０月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１０月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年9月分）
1,567,910

西区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,184

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について(8月分）
391,400

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期）の支出について
985,175

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（８月分）
3,012

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
59,940

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
19,200

西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
19,800
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西区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期）の支出について
923,925

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
82

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,240

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
738

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
13,640

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
984

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
1,984

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（８月）
25,194

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（８月分）の支出について
53,062

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（８月分）の支出について
21,400

西区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（８月分）の支出について
7,800

西区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
185,625

西区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

西区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
822,680

西区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
155,547

西区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年８月分教育扶助費の支出について
142,168

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期）の支出について（死亡による相続人請求分）
4,850

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
256

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,066

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
9,202

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
8,186

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,320

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
794

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
164

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
6,984

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（６月・８月分）の支出について
194

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２７年９月決定分）
593,295

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
520,059

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,532

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,066

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,702

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支出について（平成２７年９月決定分）
183,689

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
328

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,110

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,230

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第2四半期）の支出について（死亡による相続人請求分）
4,850

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
7,215

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
100,516

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
22,334

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
280

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
4,538

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,214

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（８月分）
380,460

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
386

西区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
82
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西区役所 まち魅力創造課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（７月分、西船場・九条南・九条北・堀江・明治小学校）
45,100

西区役所 まち魅力創造課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度PTA・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（西区ＰＴＡ協議会）
24,850

西区役所 まち魅力創造課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度「生涯学習ルーム」事業所要経費の支出について（西船場小学校、口座不能になった経費の再支出）
45,500

西区役所 まち魅力創造課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵送料の支出について（８月分）
430

港区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道４３号車いす横断支援業務委託の経費の支出について（７月分）
2,160

港区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用冷却塔薬注装置修繕経費の支出について
334,800

港区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度電子レジスター保守点検業務にかかる委託料の支出について（４月～７月分）
11,426

港区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度第１回港区区政会議議事録作成業務（外３点）にかかる支出について（区政会議事務用）
60,480

港区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年8月分）
700,177

港区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年8月分）
85,651

港区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年8月分）
45,736

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）【地活協・8月分】
32,180

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・8月分】
61,060

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）【コミ協・8月分】
1,690

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・8月分】
43,890

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・8月分】
2,830

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・8月分】
53,940

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・8月分】
3,210

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・8月分】
2,310

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料の支出について（長期借入）８月分
3,240

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式にかかる長期借入料金の支出について（８月分）
159,865

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器賃借料の支出について（８月分）
3,932

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式長期借入料金の支出について（８月分）
11,831

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）８月分
5,669

港区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直員用寝具借入料金の支出について（８月分）
9,720

港区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
216

港区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
15,198

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年8月分）
1,472,547

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎用清掃業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
344,219

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年8月分）
180,133

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎用清掃業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
42,107

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年8月分）
96,187

港区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎用清掃業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
22,484

港区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区法務問題研究会（第1回平成27年9月3日実施）講師報償金の支出について（所属内研修用）
11,660

港区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成27年9月)概算印刷にかかる経費の支出について
258,076

港区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年8月分）
252,909

港区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年8月分）
30,937

港区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年8月分）
16,520

港区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務委託にかかる支出について【8月分】
315,360

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,548

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年8月分）
232,806

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（８月分）
42,300

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年8月分）
7,608

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年8月分）
31,121

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年8月分）
930

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年8月分）
16,618

港区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年8月分）
496

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）【9月分】
97,600
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港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【9月分】
42,840

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）【9月分】
108,800

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）【9月分】
25,500

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【9月分】
47,541

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）【9月分】
31,800

港区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【9月分】
68,575

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
44,380

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成27年8月分）
169,397

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ひかり電話使用料の支出について（平成27年9月分）
16,202

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年８月）
632

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（平成27年9月分）
2,702

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（平成27年9月分）
3,814

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（平成２７年９月分）
1,679

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支出について（平成27年9月分）
1,144

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（平成27年9月分）
2,702

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年８月）
7,442

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２７年８月）
1,032

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
680

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（8月分）
4,646

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年８月分）
1,608

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年８月分）
3,772

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（8月分）
568

港区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（8月分）
303

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもサイエンスカフェ開催にかかる講師謝礼金の支出について
68,160

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査関係事務にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
1,380

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進会議事業にかかる旗の作製経費の支出について
381,510

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬（平成27年4月～平成27年9月分）の支出について
129,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 附設会館設置AED(自動体外式除細動器)　賃借料の支出について(長期借入)　８月分
12,096

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査関係事務用消耗品購入経費の支出について
73,980

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用消耗品の購入経費の支出について
221,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託の実施経費の支出について（８月分）
50,762

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（８月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
37,620

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
1,466

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
31,302

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
1,722

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
82

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
1,190

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）９月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課(保険年金：保険グループ）後期高齢者医療保険事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
960

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
1,810,672

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
5,213

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成27年度7月分）
2,499,849

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
624,886

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
89,531

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
27,143
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港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
130,047

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
679

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
38,416

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
40,344

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
65,094

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
326,956

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
134,766

港区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
128,413

港区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（６件）
186,385

港区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２７年９月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年９月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
274,596

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
156,890

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
163,990

港区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（６件）
1,329,140

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（８月１８日実施）に係る報償費の支出について
13,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀委託契約にかかる委託料の支出について
159,689

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
75,060

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（２件）
83,504

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（３件）
57,190

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
44,640

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法にかかる出産扶助金の支出について（１件）
29,590

港区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,220

港区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１３件）
177,377

港区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１４件）
57,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
286,267

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
22,777

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１４件）
137,100

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び通院移送費の支出について（各１件）
980

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１１件）
132,025

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,533

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具３件　住宅改修１件）
33,099

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
5,050

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
6,804

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び通院移送費の支出について（各１件）
1,910

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（６件）
19,400

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
44,640

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
6,200

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（６件）
41,980

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
9,580

港区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
16,200
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港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
11,280

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,400

港区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について（７件）
172,256

港区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
147,096

港区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
23,233

港区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
30,020

港区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
6,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（9月分）
96,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（健港プロジェクトXアドバンスコース８月２８日実施分）にかかる講師報償金の支出について
5,140

港区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（６件）
1,307,428

港区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
80,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 口座不能となったこども医療助成経費の再支出について
1,140

港区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,032

港区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
4,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
560

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,640

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,350

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,100

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
171,835

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
257,706

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,746

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,880

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
4,400

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
157,580

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動担当用及び地域健康講座用にかかる油性マーカーペン外21点購入の経費支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動担当用及び地域健康講座用にかかる油性マーカーペン外21点購入の経費支出について
19,827

港区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,100

港区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成27年8月分）
330,680

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
5,994

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
10,091

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
9,412

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
728

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,564

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
400

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,730

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
118,424

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,241

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,362

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
177,390

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
407,619

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
370,419

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962
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港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,969

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
252,660

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
3,850

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,010

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,897

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
37,800

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,200

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
170,956

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
22,840

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１０月分）
23,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１０月分）
13,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１０月分）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
7,040

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１０月分）
700,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１０月分）
900,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
2,979

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
14,135

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
16,994

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
2,836

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,460

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パイプファイル外２８点の所要経費の支出について
5,080

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
347

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
16,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
10,200

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,750

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
8,900

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
40,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（９件）
382,268

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
91,633

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費資金前渡について（平成２７年度９月）介護扶助
4,500

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１５件）
54,280

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
437,204

港区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成27年9月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
2,520

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
430,627

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,406

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,363

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
9,668

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
300

港区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
360

港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
119,880

港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（３件）
164,160
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港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について（１２件）
298,338

港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
199,296

港区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年９月分給間食費の支出について
1,253,070

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
810

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（8月分）の支出について
880

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ＤＶ相談対応にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
1,120

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
2,050

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第2四半期分）
1,061,225

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進事業にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
110

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
580

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 特別障がい者手当事務に係る市内出張交通費（７月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
650

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
23,868

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
14,110

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
12,760

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２７年９月８日審査決定分）
463,391

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（９月支払分）
14,923

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（９月支払分）
19,296

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
1,020

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
13,588

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２７年９月８日審査決定分）
342,791

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
922

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
3,530

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,860

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,920

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
369,951

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
338

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
410

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
468

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成27年9月4日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
850

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
984

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
21,279

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
1,560

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
2,732

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第2四半期分）
1,011,225

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育事務にかかる市内出張交通費（７・８月分）の支出について
1,260

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
53,628

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
59,361

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２７年９月８日審査決定分）
174,586

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用８月分後納郵便料金の支出について
10,784

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２７年９月８日審査決定分）
43,791
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港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
10,016

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
75,825

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２７年８月分）
3,294

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業等関連事業にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
1,752

大正区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（８月請求分）
117,370

大正区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（８月請求分）
921,674

大正区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の購入経費の支出について
5,400

大正区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用図書の購入経費の支出について
432

大正区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃借長期継続契約にかかる経費の支出について（６月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内カラープリンター賃借長期継続契約にかかる経費の支出について（７月分）
5,670

大正区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用消耗品の購入にかかる経費の支出について
98,960

大正区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　食糧費 平成27年度国勢調査調査員説明会用飲料の購入について
32,616

大正区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市大正区学校案内冊子印刷製本業務契約の実施及び同経費の支出について
392,040

大正区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,675

大正区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
15,000

大正区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
328

大正区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,148

大正区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（７月分）
18,806

大正区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（８月分）
480,167

大正区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（８月分）
56,915

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度大正区役所接遇研修業務委託にかかる公募型プロポーザル方式選定委員会にかかる報償金の支出について
32,606

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・情報発信の充実用消耗品の購入について
13,331

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（８月分）
181,859

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（８月分）
87,501

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（８月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（８月分）
594

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所自動扉開閉装置修理作業における経費の支出について
351,000

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所５階５０２会議室前廊下設置空調機修繕作業にかかる経費の支出について
78,840

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（８月分）の支出について
615

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（８月分）の支出について
164

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（８月分）の支出について
1,066

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（８月分）の支出について
82

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民登録担当事務用金銭登録機保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～７月分）
11,426

大正区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大正区広報紙「こんにちは大正」企画編集業務委託の経費の支出について（９月号）
190,080

大正区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（８月使用分）
3,036

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（平成２７年１０月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　大正区・西区・浪速区・福島区　４区連携プロジェクト業務委託事業者選定委員会での選定委員報償金及び交通費相当額の支出について
42,114

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区区政会議公募委員選考にかかる選考委員報酬の支出について
29,100

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 （仮称）大正区尻無川河川広場エリア活性化プラン案策定業務委託にかかる公募型プロポーザル方式選定委員会（二次審査）に係る報償金及び交通費相当額の支出について
66,932

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所４階防火シャッタースイッチボックス修繕作業にかかる経費の支出について
9,180

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所総合案内業務委託（その２）にかかる経費の支出について（８月分）
465,840

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大正区役所足拭き玄関マット賃貸借契約にかかる経費の支出について（８月分）
1,512

大正区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（８月分）
68,348

大正区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（８月分）
4,850

大正区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（８月分）
8,732

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報用備品（ロール式ラミネーター）の購入にかかる経費の支出について
24,549



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」印刷にかかる経費の支出について（９月号）
252,547

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（８月及び９月請求分）の支出について
1,178

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（８月使用分）
3,814

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
2,460

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（８月使用分）
16,208

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所（4階事務室）事務用什器類運搬業務にかかる経費の支出について
280,800

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
2,029

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（８月分）
4,790

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
26,029

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 広報用備品（ロール式ラミネーター）の購入にかかる経費の支出について
274,114

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
30,797

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
410

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,968

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
102,598

大正区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校選択制にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
8,439

大正区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（７月分）の支出について
10,730

大正区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（大正区地域女性団体協議会）
5,200

大正区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（６・７月分）
25,800

大正区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 Music Island Taisho（音楽振興事業）にかかるランチタイムコンサート出演者派遣業務委託経費の支出について
50,000

大正区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車適正化事業用啓発エフの購入にかかる経費の支出について
155,520

大正区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
4,000

大正区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（上半期分）
168,000

大正区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定会議委員への報償金にかかる経費の支出について
85,885

大正区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（８月分）の支出について（区役所附設会館管理運営業務　外１事業）
328

大正区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（８月分）の支出について（区役所附設会館管理運営業務　外１事業）
8,948

大正区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災防犯担当後納郵便料金（８月分）（地域防災対策事業外１事業）の支出について
820

大正区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災防犯担当後納郵便料金（８月分）（地域防災対策事業外１事業）の支出について
4,838

大正区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 葉牡丹種子ほか17点の購入に係る経費の支出について(種から育てる花づくり事業用）
49,658

大正区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（８月分）
8,980

大正区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正会館前噴水廻りタイル補修工事にかかる経費の支出について(区役所附設会館管理運営業務用)
199,800

大正区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
269,620

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（９月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（９月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 輪ゴム外17点の購入にかかる経費支出について
57,450

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 輪ゴム外17点の購入にかかる経費支出について
36,180

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年７月分）
2,157,648

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年７月分）
182,144

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年８月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（９月支払分）
227,051

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（９月支払分）
39,991

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年８月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
143,110

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
397,244

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付金の支出について
13,404

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（８月分）
58,150
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大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
8,096

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（８月分）
552

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
137,705

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
252,403

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
37,994

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
107,890

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
61,410

大正区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年8月分)
32,230

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-31
173,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-59
8,158

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-60
70,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,020

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
145,260

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
100,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
6,372

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（９月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（９月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-30
135,801

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,250

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,407

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,170

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
31,432

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,558

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費　断酒会）の支出について
1,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
31,858

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（校外活動費）の支出について
15,309

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,360

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-924他2件
70,550

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-892他5件
103,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,880

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-880他5件
119,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
1,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
5,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
10,503

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（７月分）
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
86,425

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
85,945

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
10,607

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
20,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
20,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
121,355

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,620

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
15,410
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大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
71,786

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
26,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年７月実施分つどいの広場大正における健康づくりのための講習会にかかる報償金の支出について
4,720

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２７年７月実施分いきいき百歳体操サポーター養成講座にかかる報償金の支出について
9,540

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
33,840

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
10,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,611

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（入所施設食費等の実費負担費用）の支出について
35,743

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
84,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
42,632

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
102,872

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
102,931

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
78,686

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-66
530,602

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-85
41,406

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
23,470

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,254

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
15,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
108,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
1,890

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
1,520

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
1,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（６・７月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-89
15,720

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-91
32,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
115,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 8月17日開催の子育て応援講座　発達障がいの理解と支援「ほめて伸ばす前向き子育て」の経費の支出について
23,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
43,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
51,390

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用食糧費の支出について（７月～９月分・１２０名）
12,312

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
544

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
907

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8/17支出分)
3,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,940

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
912

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
7,028
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大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
99,360

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
78,528

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（不動産鑑定評価費用）の支出について
234,610

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
94,903

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
235,900

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-68
164,680

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-857他1件
36,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-982他1件
22,880

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-940他3件
81,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-976他1件
35,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-262他1件
45,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-1
12,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-868他1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-201他1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-863
7,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第７号）代理受領方式　券番号41-07
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
17,175

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（中学校：給食費）の支出について
13,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
9,720

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（９月２４日支払分）
787,467

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-99
5,634

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-75
135,087

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-92
29,805

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（９月２４日支払分）
155,208

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１０月１回目）
25,800,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１０月１回目）
12,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１０月１回目）
350,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：給食費）の支出について
41,203

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,520

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
10,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１０月１回目）
1,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
225,064

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（９月２４日支払分）
157,011

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（９月２４日支払分）
37,047

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（９月分）
1,176,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（８月分）
11,398

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
972

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
1,670

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,345

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
144,621

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
90,180

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（中学校：給食費）の支出について
63,741

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
2,921



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
4,747

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（８月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第２四半期分）
885,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３号）代理受領方式　券番号41-03
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,020

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
39,497

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,180

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,020

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償について（第２四半期分）
839,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
5,190

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
1,448

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
1,931

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
3,501

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
32,324

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
5,268

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
7,202

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
748

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
6,408

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,136

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,285

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,809

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
6,386

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,360

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,822

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
485

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
5,052

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,370

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
5,534

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
9,212

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
5,714

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
902

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
656

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,142

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
40,271

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
29,062

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,666

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,558

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,792

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,656

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
468

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
21,481

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
50,474

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
502

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
4,092,090
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大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-75
54,050

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-67
6,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-86
12,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-61
150,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-84
87,840

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（８月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（８月分）
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（８月分）
540

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（８月分）
194,869

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（８月分）
52,849

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
43,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費　断酒会）の支出について
800

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
89,784

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
21,936

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
50,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,210

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,790

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,860

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,700

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
34,380

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
188,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
95,766

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
41,494

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
12,180

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
830

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年分8月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
15,542

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
16,459

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
17,796

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
3,467

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
6,420

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年8月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
305,790

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
18,193

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
9,604

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入経費の支出について
11,907

大正区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
656

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用トナーカートリッジ６本の購入にかかる経費の支出について
196,992

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（７月分）
32,903

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用天王寺区役所地下駐車場出口ゲート修繕工事の実施にかかる経費の支出について
47,520

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（７月分）
300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（７月分）
30,742

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（７月分）
480

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成２７年国勢調査調査用物品運搬業務にかかる経費の支出について
65,880
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天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２７年９月号分）
301,320

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　賞賜金 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
1,500

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
9,460

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
764

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
984

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
1,230

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
4,056

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる契約について（８月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入経費の支出について（８月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所・天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（８月分）
386,280

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎設備維持用　天王寺区役所湯沸室水栓取替工事の実施にかかる経費の支出について
130,788

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２７年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２７年９月号）
311,837

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　尿石附着予防薬剤外１点の購入にかかる経費の支出について
131,544

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２７年９月号）
423,360

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（８月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所蛍光灯安定器取替工事に係る経費の支出について
247,320

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,538

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年8月分）
1,481

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度天王寺区広報紙配付業務委託における所要経費の支出について（平成２７年９月号）
61,657

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（８月分）
19,980

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成27年8月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成27年7月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
34,120

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,346

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（８月分）
4,101

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
26,573

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
29,710

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
13,026

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ワッポンほか１３点の購入にかかる経費の支出について
115,949

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
171,909

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ワッポンほか１３点の購入にかかる経費の支出について
47,131

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所街路灯取替工事の実施にかかる経費の支出について
10,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（８月分）
3,814

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（８月分）
16,202

天王寺区役所 企画総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（６月分）
5,130

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度真田山小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（７／１６開催分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　大阪市天王寺区「レジェンド・イン・ハイスクール事業」講師謝礼金の支出について（８/22開催分）
43,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 桃陽健康広場　芝生化にかかる水道料金の支出について（平成27年７月分）
4,357

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度五条小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（７／１２，１９，２６開催分）
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（8月分）
1,263

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 桃陽健康広場　芝生化にかかる水道料金の支出について（平成27年８月分）
12,918

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（平成27年４月～９月分）
110,400

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年８月分）
1,722

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年８月分）
4,948

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年８月分）
3,720

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年８月分）
1,066

天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務委託料の支出について（8月分）
4,212
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天王寺区役所 市民協働課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（8月分）
85,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について９月分支払資金（一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について９月分支払資金（一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
98,645

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（７月分）
2,791,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（７月分）
341,930

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
13,169

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
29,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月分国民健康保険療養費等の支出について（保険者間調整）
1,617

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
2,160

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月分国民健康保険療養費等の支出について
746,917

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月分国民健康保険療養費等の支出について
36,275

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
6,788

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 窓口サービス課住民登録用住民基本台帳法逐条解説の購入経費の支出について
9,720

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 天王寺区学校選択制にかかる学校案内の印刷経費の支出について
366,098

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
8,074

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
72,901

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
1,044,012

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
6,586

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
6,021

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
65,719

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
135,591

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
851,310

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
3,996

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
8,754

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
419,436

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年8月分）
58,862

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
106,790

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
53,342

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
46,426

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年8月分）
17,684

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
12,329

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
143,478

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
31,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
3,672

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（７月分）
64,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（７月分）
63,801

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（７月分）
8,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（６月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（８月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者診療報酬の支出について（７月分）
44,640
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（７月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（８月分）
25,571

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院タクシー）の支出について（７月分）
6,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡）の支出について（７，８月分）
79,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（８月分）
215,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（８月分）
227,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成27年9月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年9月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（６月分）の支出について
3,670

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／１２請求分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／１３請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２７年度生活保護事務における社会福祉主事資格認定講習会にかかる同経費の支出について
60,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査事務にかかる調査世帯手当（７月分）の支出について
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業におけるワークショップ説明会に係る講師謝礼の支出について
41,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／１７請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる講師料の支払について（８月分）
9,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費の支出について（７月分）
18,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,931

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,222

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
344,792

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,760

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
371,108

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
524,768

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
12,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
25,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　断酒会参加のための移送費（交通費）の支出について（７月分）
6,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
39,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
4,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
9,927

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７，８月分）
22,050

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
162,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助・住宅改修費（手すりの取付）の支出について（８月分）
2,009

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（平成２７年３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（８月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（５，６月分）
4,390

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　検査料の支出について（８月分）
5,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（８月分）
4,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（７月分）
2,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近用眼鏡）の支出について（８月分）
18,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近用眼鏡）の支出について（８月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談に伴う報償金の支出について（平成２７年８月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２７年７月分）
49,997

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
2,635



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
40,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近視用眼鏡）の支出について（８月分）
45,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近視用眼鏡）の支出について（８月分）
23,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／１４請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２７年８月分）
24,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,771

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
7,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越し）の支出について（８月分）
117,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（７月分）
4,230

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近用眼鏡）の支出について（８月分）
22,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（６，７月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
4,505

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
3,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月分）
414

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／１９請求分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／２４請求分）
11,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／２１請求分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（７月分）
452,202

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（７月分）
17,025

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（７月分）
278,843

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（７月分）
18,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度第２四半期分民生委員児童委員費用弁償の支出について
738,475

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度第２四半期分民生委員児童委員費用弁償の支出について
695,975

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　天王寺区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,229

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
119,092

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
34,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
156,510

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
81,861

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（８月分）
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／２５請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（８／２７請求分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助・福祉用具（入浴用いす・浴槽用いす・入浴台）の支出について（４月分）
5,868

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２７年８月分）
249,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
25,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（８月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（８月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料・意見書料の支出について（８月分）
3,240
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料・意見書料の支出について（８月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（８月分）
224,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（８月分）
214,416

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,199

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
432

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
15,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
10,355

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
1,521

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康情報発信事業用（壮年期）の消耗品の購入にかかる経費の支出について
70,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,065

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用（高齢期）の印刷経費の支出について
37,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,170

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(８月請求分)
73,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分の支出について
11,500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
15,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５，６，７月分）
49,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分の支出について
7,600,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教材代の支出について（８月分）
13,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１０月分の支出について
500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年７月８月分）
5,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
630

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
819

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,449

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
159,924

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,435

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・８月分）
46,719

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・８月分）
140,436

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
492

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
328

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
7,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年７月８月分）
700

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
410

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
1,308
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
902

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
14,162

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
3,390

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
39,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２７年８月分）
13,262

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２７年８月分）
4,947

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
15,667

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
5,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
1,382

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
1,476

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
2,984

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みんなの健康展ポスター・チラシの購入にかかる経費の支出について
40,932

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
8,687

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
10,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
99,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
7,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
21,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
6,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（８月分）
4,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
16,036

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
10,567

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用つづりひも他２６点の買入にかかる経費の支出について
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
2,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
4,510

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
7,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
2,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２７．８月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
7,436

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（８月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
4,735

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
13,876

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（８月分）
2,647

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助・住宅改修費（手すりの取付・床段差の解消）の支出について
14,796

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（近視用眼鏡）の支出について（９月分）
19,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（８月分）
6,372

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,800
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２７年８月分）
1,067

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
74,035

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
37,335

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成27年9月）の支出について
1,243,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年８月分）の支出について
27,798

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット使用料の支出について（８月分）
3,898

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費の支出について（８月分）
17,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（８月分）
18,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（８月分）
9,320

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自転車利用適正化事業用自転車マナーに関するポスタ－の印刷にかかる経費の支出について
27,000

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる支出について（７月分）
105,753

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 子どもの防犯に向けたまちづくり事業にかかる防犯カメラの電柱使用料の支出について（平成27年４月～平成28年３月分）
5,184

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全パトロール事業用区民まつり啓発物品缶バッジのアタッチメント外１点の購入にかかる支出について
39,312

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
82

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ27年８月分）
3,993

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
1,394

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
246

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における自助・共助力の向上支援事業　防災啓発用品の購入にかかる経費の支出について
227,880

天王寺区役所 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について（平成27年8月分）
6,011

浪速区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年7月分）の支出について
1,440

浪速区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年7月分）の支出について
1,080

浪速区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用浪速区役所浪速区役所冷却塔薬液注入ポンプ取替工事経費の支出について
130,680

浪速区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務用庁内情報利用パソコン修理経費の支出について
84,240

浪速区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年7月分）の支出について
5,376

浪速区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録（第1回浪速区区政会議）作成業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
21,384

浪速区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年7月分）の支出について
5,640

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
9,370

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（平成27年8月分）への繰入について
3,207

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
7,320

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
17,000

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
1,080

浪速区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,592

浪速区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成27年度（9月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
381,510

浪速区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成27年8月分）
167,859

浪速区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成27年8月分）
27,528

浪速区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借経費の支出について（平成27年8月分）
9,072

浪速区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
218,520

浪速区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成27年8月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（大国小学校７月分）
56,618

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（木津中学校４月分）
90,861

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（敷津小学校７月分）
53,220

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校７月分）
47,586

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年8月分）の支出について
540

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年8月分）の支出について
1,200

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業　平成27年度浪速区広報紙（9月号）新聞折込広告業務（概算契約）に係る経費の支出について
97,831
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浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成27年8月分）
12,234

浪速区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）経費の支出について（平成27年8月分）
14,331

浪速区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度浪速区役所庁舎警備機器保守点検経費の支出について（平成27年8月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成27年8月分）
429,480

浪速区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（9月号）配付業務（概算契約）に係る経費の支出について
134,306

浪速区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年7・8月分）の支出について
5,760

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年8月分）の支出について
121,002

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年8月分）の支出について
9,520

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年8月分）の支出について
5,797

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年8月分）の支出について
6,454

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成27年8月分）の支出について
3,078

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年8月分）の支出について
2,450

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年8月分）の支出について
17,622

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年8月分）の支出について
240

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（27年8月分）の支出について
4,716

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年8月分）の支出について
16,202

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年8月分）の支出について
3,564

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録（第2回まちづくり賑わい部会）作成業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
16,038

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（平成27年8月分）
4,583

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成27年8月分）の支出について
29,584

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用調査票運搬業務の実施経費の支出について
75,600

浪速区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年8月分）の支出について
2,280

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出一般分）９月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出マル退分）９月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整に伴う療養費の支払
4,102

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（８月分）
37,695

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（８月分）
134,382

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
12,200

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
60,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
12,359

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
8,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成27年8月分）
960

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年9月支払分）
280,604

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成27年9月支払分）
150,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成27年9月支払分）
460,010

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年9月支払分）
1,950

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）書類運搬設備保守点検経費の支出について（第２回目）
27,432

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
85,484

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
4,162

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年9月窓口払分）
16,689

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
96,964

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（平成２７年５月分）
3,120,934

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（平成２７年４月分）
3,120,968

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（平成２７年５月分）
164,259

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（平成２７年４月分）
164,283

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
6,545
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浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
20,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
33,790

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
5,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
33,902

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
500

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（８月分）の支出について
98,816

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（８月分）の支出について
500

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
714,728

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
3,241

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
22,628

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（８月分）の支出について
8,372

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（８月分）の支出について
720

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（８月分）の支出について
13,021

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
76,022

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 青少年指導員委嘱業務活動に伴う大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
388,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成27年6,7月分）
45,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 落書き消去活動支援事業及び安全対策プロジェクト事業用物品へのロゴ印刷経費の支出について
35,208

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 落書き消去活動支援事業及び安全対策プロジェクト事業用物品へのロゴ印刷経費の支出について
17,193

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
540

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（８月分）の支出について
15,454

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（８月分）の支出について
8,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 浪速区商業・観光調査（夜市調査）事業用　夜市（新世界市場）イベント告知チラシ等印刷業務経費の支出について
135,324

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（８月分）の支出について
2,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発事業用　「浪速区人権を考える区民のつどい」映画上映等業務の実施経費の支出について
189,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 浪速区商業・観光調査（夜市調査）事業用　夜市（新世界市場）イベント保険料の支出について
19,380

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（４月～９月分）
144,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動支援事業用物品の購入経費の支出について
138,024

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年８月分）
1,465

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年８月分）
7,368

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（８月分）の支出について
4,344

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（８月分）
984

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（８月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（８月分）
8,174

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年８月分）
738

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年８月分）
1,972

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年８月分）
8,856

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（８月分）
7,679

浪速区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の経費の支出について（８月分）
263,606

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５～６月分の支出について
387,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６月分の支出について
1,512

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・9月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・9月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）４～７月分の支出について
350,489

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）８月分の支出について
9,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）７・８月分の支出について
360,340

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）７月分の支出について
118,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２７年６～８月分の支出について
298,197

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７・８月分の支出について
67,740
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年７月分の支出について
219,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年７月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
161,429

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６・７月分の支出について
330,785

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６・７月分の支出について
392,942

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年７月分の支出について
828,372

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
43,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（７月分）
3,660

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月及び７月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００３９　９月支払分
70,530

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月及び７月分）
1,260

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月及び７月分）
920

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月及び７月分）
3,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月及び７月分）
10,824

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７・８月分の支出について
42,220

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２７年６～８月分の支出について
363,861

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）７月分の支出について
89,280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）７月分の支出について
13,890

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）７月分の支出について
11,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（７月分）
380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（７月分）
980

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(高等学校等就学費）７月分の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００５３　9月支払分
42,066

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）４～８月分の支出について
174,035

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）７月分の支出について
10,250

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）７・８月分の支出について
245,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）平成２７年６、７月分の支出について
331,108

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）８月分の支出について
3,936

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）７月分の支出について
26,550

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）７月分の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６～８月分の支出について
386,980

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）８月分の支出について
3,618

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７・８月分の支出について
28,030

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２７年８月２０日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００４１　９月支払
145,525

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０７４８　９月支払分
17,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,550

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
8,596

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
10,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８月分の支出について
268,470

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）８月分の支出について
91,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成27年度子ども家庭支援員活動にかかる費用弁償の支出について（第1四半期分）
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（平成27年9月支払5名分）
30,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
198,720

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２７年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリングの参加にかかる管外出張旅費の支出について
60,724

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００６７　９月支払分
13,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０２１４外３件
60,936

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１３０００３　９月支払分
24,000



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１３０００４　９月支払分
5,070

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０７８４　９月支払分
12,900

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００５３外1件
35,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０４３６　9月支払分
16,412

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）８月分の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２７年７，８月分の支出について
215,135

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８月分の支出について
181,419

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）７・８月分の支出について
14,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 支出命令2021号の口座不能による再支出（こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について平成27年8月26日支払分）
210

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５～８月分の支出について
225,543

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）平成２７年７、８月分の支出について
179,155

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(技能修得費）７月分の支出について
4,827

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００５２　９月支払分
71,965

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００４８　９月支払分
292,968

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００３２　９月支払分
30,507

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０２２５　外７件　９月支払分
126,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０２０１　外１３件　９月支払分
243,852

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１６０　外６件　９月支払分
99,210

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８月分の支出について
217,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（8月21日）にかかる報償金の支出について
9,940

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（８月分）９月支払い
10,140

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
118,710

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員費用弁償（第２四半期）の支出について
953,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００６０　９月支払分
5,659

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３３０００４　９月支払分
88,301

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）７・８月分の支出について
197,040

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８月分の支出について
76,937

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）４月分の支出について
600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）４・６・７・８・９月分の支出について
155,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
906,950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（９月分）の支出について
2,405,060

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,014

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,680

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００４４　９月支払分
160,868

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０４１９　９月支払分
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１００１２０３８８　９月支払分
17,412

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１０月分
28,788,598

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１０月分
17,781,129

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１０月分
315,680

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１０月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１０月分
531,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８月分の支出について
444,916

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師等への報償金の支出について（平成27年９月分）
31,190

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,581

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,967
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,602

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
447

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,490

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００５１　９月支払分
81,397

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００５４　９月支払分
83,357

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００８７　９月支払分
10,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０７４３　９月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１４１０１２０１７８　他１０件
185,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１４１０１２０４４２　他７件
112,363

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１４１０１２０２７９　他１件
34,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年度行旅死亡人葬祭委託料経費の支出について
153,069

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
5,208

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,204

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
1,530

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（８月分）
840

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７月分の支出について
560

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７・８月分の支出について
66,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２０００８　９月支払分
34,625

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２０００９　９月支払分
4,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２０００６　９月支払分
109,655

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００３８　９月支払分
236,156

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０２８５　他５件
89,629

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００７８　９月支払分
12,506

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
1,228

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
404,910

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（８月分）の支出について
115,349

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）８・９月分の支出について
315,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８月分の支出について
386,471

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
20,536

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
12,879

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
4,756

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
1,066

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
1,804

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
12,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００７１　９月支払分
3,668

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心障がい者住宅改修給付費の支出について(代理受領方式)第110040684号
247,671

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
984

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
6,560

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
1,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
1,066

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査に係る調査世帯手当の支払いについて（平成２７年８月分）
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６～９月分の支出について
370,112

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）８・９月分の支出について
178,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２７年７～９月分の支出について
385,393

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７～９月分の支出について
70,920
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（衛生材料費）５月分の支出について
5,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２６年１１月分の支出について
234,670

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
690

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
14,114

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分受取人払）の支出について
970

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
2,542

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
1,656

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
738

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
502

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
18,020

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
28,170

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
41,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分受取人払）の支出について
582

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
4,510

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
3,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（８月分）の支出について
10,496

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
5,945

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（８月分受取人払）の支出について
17,373

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
61,736

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
10,460

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（８月分一般後納）の支出について
8,568

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第32回浪速区健康展ポスター・チラシの印刷経費の支出について
51,840

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年6月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,909

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年5月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,531

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年4月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
3,643

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　人事総務課分コピー代金の支出について
53,965

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,881

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　人事総務課分コピー代金の支出について
4,276

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　人事総務課分コピー代金の支出について
10,264

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年8月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
793,445

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
68,040

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎清掃用コードレススティッククリーナー外の購入にかかる経費の支出について
110,548

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年７月分　人事総務課用市内出張交通費の再支出について（口座不能分）
920

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年7月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
5,412

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用西淀川区役所パッケージエアコン室内機修繕にかかる経費の支出について
313,200

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用庁内電話機の新設にかかる経費の支出について
30,240

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
8,328

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国勢調査及び文書廃棄用カラーマルチペーパー外の購入にかかる経費の支出について
38,556

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
173,187

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504
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西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　危険物取扱者保安講習会費の支出について
4,700

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査及び文書廃棄用カラーマルチペーパー外の購入にかかる経費の支出について
124,692

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年8月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,900

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　人事総務課分コピー代金の支出について
1,995

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　人事総務課分コピー代金の支出について
40,351

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　人事総務課分コピー代金の支出について
16,560

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２７年８月分データ通信料の支出について
4,893

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　一般事務用電話使用料の支出について
18,746

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　人事総務課及び国勢調査事務執行用後納郵便料金の支出について
1,566

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,619

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　人事総務課及び国勢調査事務執行用後納郵便料金の支出について
46,740

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
2,607

西淀川区役所 人事総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年８月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
5,888

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年７月分市内出張交通費の支出について（クリーンにしてグリーンなまちづくりグループ）
600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
4,923

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,596

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
475

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,547

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
14,245

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
878

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,426

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
570

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
4,090

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発・教育環境充実事業用ステープラー外１９点の購入にかかる経費の支出について
10,368

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,901

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発・教育環境充実事業用ステープラー外１９点の購入にかかる経費の支出について
78,687

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 人権啓発・教育環境充実事業用ステープラー外１９点の購入にかかる経費の支出について
2,121

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月04日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 平成27年7月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
572

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用缶バッジ作成機外３点の購入にかかる経費の支出について
103,183

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業啓発用学用鉛筆の購入かかる経費の支出について
68,040

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（西淀川区民まつり）におけるロール紙外１９点の購入にかかる経費の支出について
171,622

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全推進事業用青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検及び部品の交換にかかる経費の支出について
19,105

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ推進委員にかかる報酬（平成27年度上半期分）の支出について
187,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎浸水時における非常用発電機外1点の購入にかかる経費の支出について
5,184

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区庁舎浸水時における非常用発電機外1点の購入にかかる経費の支出について
368,388

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業（外国籍住民と地域コミュニティをつなぐ交流事業）業務委託にかかる公募型企画コンペ選定委員報酬の支出について
14,620

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川3区防犯プロジェクト用防犯カメラ電気代（８月分）にかかる経費の支出について
8,820

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話代にかかる経費（8月）の支出について
3,172

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話代にかかる経費（8月）の支出について
3,172

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用針金外５点の購入にかかる経費の支出について
21,945

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２７．８月分）の支出について
1,010

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費（8月分）の支出について
295,596

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度区内工業支援事業における技術相談窓口相談員への報償金の支出について（８月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター事業（平成27年8月分）における報償金の支出について
25,600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
240

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
101,292
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
3,984

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成27年8月分）
5,022

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
4,380

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
2,671

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
164

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
3,128

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
140

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年９月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年９月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
42,907

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
160,369

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
250,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
31,836

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
7,548

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
2,619,586

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年7月分）
315,854

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
3,851

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制「西淀川区学校案内」（小・中一体型）冊子印刷にかかる経費の支出について
401,760

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10,600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
774

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
480

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
560

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,920

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,080

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
5,929

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
7,500

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
76,947

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
10,769

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
173,744

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
19,112

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
2,139

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
453,737

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
151,217

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
250,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
473,170

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
126,518

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
108,675

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
100,610

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（償還払い）
70,530

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）９月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）９月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内主張交通費の支出について（７月分）
660

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内主張交通費の支出について（７月分）
11,580

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内主張交通費の支出について（７月分）
620

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,160

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,420
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西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
59,450

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,560

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
99,360

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,721

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,580

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成27年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（7月分）
6,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
3,363

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
200,432

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付金の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
86,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
91,542

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
2,333

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
38,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
69,490

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
96,345

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
29,990

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
227,110

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
75,260

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,396

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,162

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
25,308

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
16,159

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
111,160

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
225,980

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
68,530

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,288

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,450

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金事業に係る臨時福祉給付金（窓口９月分）の支出について
54,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「えほん展ふわふわ」チラシ・ポスター作成経費の支出について
68,904

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
35,920

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費９月分の支出について
2,018,960

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
113,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
8,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
302

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（生活扶助金）の支出について
7,495

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
43,507

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
79,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による家賃（住宅扶助金）の支出について
42,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
15,080

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
25,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
219,700
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西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
2,149

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
5,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,682

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,076,404

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,603

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,187

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,550

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,376

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
20,100

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
46,110

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
77,653

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
2,430

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
25,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
47,532

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
427,884

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
188,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
214,264

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
52,061

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
157,050

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成27年10月分の支出について
20,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年10月分の支出について
12,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成27年10月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成27年10月分の支出について
300,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年10月分の支出について
1,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年7～8月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（８月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年7～8月分）
640

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年7～8月分）
1,780

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第2四半期）
1,079,525

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年９月　重度障がい者医療助成にかかる償還払の支出について
1,193,499

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
484,905

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
493,983

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年９月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
534,570

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（８月分）
180

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,540

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
39,600

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年7～8月分）
360

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第2四半期）
1,025,775

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年7～8月分）
1,560

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年９月こども医療助成にかかる償還払の支出について
1,109,107

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年９月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
183,021
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西淀川区役所 福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　８月請求分の支出について
2,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
71,176

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
303,505

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
69,650

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
188,796

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,230

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,750

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,956

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭費用の支出について（平成２７年８月１１日連絡分）
169,789

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 多文化子育て支援ワークショップ「日本語で伝えるコツ」の開催にかかる講師謝礼の支出について
18,640

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ２７年度　介護保険事務用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
11,825

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
8,046

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
15,812

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
16,290

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
3,280

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
16,084

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
4,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
12,174

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
366,881

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
2,457

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
74,304

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
97,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
58,120

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
171,381

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
4,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
63,612

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
233,590

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
39,280

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
76,842

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 ２７年度　介護保険事務用及び一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
440

西淀川区役所 福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度８月分　介護保険担当用後納郵便料金の支出について
92,522

西淀川区役所 保健課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年8月分食育推進事業（健康講座保健栄養コース）報償金の支出について
13,960

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年9月分食育推進事業（健康講座保健栄養コース）報償金の支出について
13,960

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
2,244

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
11,860

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
3,780

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度ＢＣＧ予防接種事業用　８月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
3,466

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
1,248

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年８月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
380,460

西淀川区役所 保健課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分小口支払基金の繰入について
641

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分市内出張交通費の支出について
480

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分市内出張交通費の支出について
3,530

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
82



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
840

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分市内出張交通費の支出について
1,200

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
550

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
902

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
15,947

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
20,451

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
3,473

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
328

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
17,059

西淀川区役所 保健課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
2,624

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　保健課コピー代金の支出について
12,174

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
9,720

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２７年８月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,512

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,229

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
298

西淀川区役所 保健課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,712

西淀川区役所 企画課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度西淀川区区政会議の議事録作成業務にかかる経費の支出について（平成２７年７月３０日開催分）
32,184

西淀川区役所 企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成27年9月号）
339,888

西淀川区役所 企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成27年9月号）
174,960

西淀川区役所 企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
736

西淀川区役所 企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,435

西淀川区役所 企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
107

西淀川区役所 企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
6,612

西淀川区役所 企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西淀川区制90周年及び戦後70年西淀川区記念事業用パーテーション借入にかかる経費の支出について
54,000

西淀川区役所 企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分企画課用　市内出張交通費の支出について
2,400

西淀川区役所 企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成27年9月号）
323,100

西淀川区役所 企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成27年9月号）
74,787

淀川区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（８月分）
357,183

淀川区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査調査員事務説明会にかかる会館使用料の支出について（新東三国）
2,500

淀川区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（８月分）
654,342

淀川区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（７月分）
20,175

淀川区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市淀川区役所庁舎における給排水設備の維持管理業務委託経費の支出について
63,171

淀川区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（8月分）
239,422

淀川区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（8月分）
4,608

淀川区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（8月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理にかかる宿日直用寝具の借入経費の支出について（８月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入経費の支出について（８月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（８月請求分）
7,700

淀川区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 太陽光発電設備用電気料金の支出について（８月分）
747

淀川区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（8月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎機械警備業務委託料の支出について（8月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（８月分）
355,147

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査インターネット伝達会にかかる会館使用料の支出について
37,500

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
8,250

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
78,040

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
7,560
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淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分①）
432

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,599

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
6,528

淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（８月分）
1,856,234

淀川区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用かさ袋の買入経費の支出について
33,689

淀川区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（９月請求分）
2,752

淀川区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用宿直室系統ビルマルチエアコン室内機修繕料の支出について
64,800

淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課及び選挙事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
76,230

淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託経費の支出（8月分）について
10,146

淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課及び選挙事務用後納郵便料金の支出について(8月分)
532

淀川区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（８月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度８月分淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について
16,202

淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（８月分）
3,814

淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
2,750

淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
12,420

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラータイ外５点(種から育てる地域の花づくり支援事業用)の買入にかかる経費の支出について
7,333

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（８月分）
5,382

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について　（平成27年7月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災備蓄物資の充実事業用アルファ化米（淀川区役所）買入並びに同経費の支出について
722,131

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について（その１２）
175,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（加島地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における地域防災リーダー装備品の購入並びに同経費の支出について
186,548

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 帰宅困難者対策事業用屋外用テント他１点の購入並びに同経費の支出について
8,640

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務の実施並びに同経費の支出について（７月分）
97,744

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（６回目）
50,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 帰宅困難者対策事業用屋外用テント他１点の購入並びに同経費の支出について
87,480

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（７月分）の支出について
23,575

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進デー普及事業にかかるデザイン腕章の購入並びに同経費の支出について
85,536

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について
2,245

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 リナリアの種子外７点(種から育てる地域の花づくり支援事業用)の買入にかかる経費の支出について
19,440

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について（その１３）
155,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ設置にかかる電柱添架料の支出について（平成２７年７月分）
1,296

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（８月分）
3,289

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,900

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１１回目）
175,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度スポーツ推進委員報酬（４月～９月分）の支払いについて
278,400

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区教育講演会チラシの作成にかかる経費の支出について
95,148

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯啓発用携帯ストラップの購入並びに同経費の支出について
69,984

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（平成２７年８月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について（７月分）
78,300

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全啓発活動用プリンターインク他８点　買入並びに同経費の支出について
61,197

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 避難所用折りたたみ式アルミマット（淀川区役所）買入にかかる経費の支出について
667,699

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
7,412

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
1,640

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
4,176

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
420

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
2,236
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淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
1,186

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
1,066

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
738

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
174

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
6,378

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
2,108

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
600

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
15,240

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（8月分）
2,517,867

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年８月分の料金後納郵便料金の支出について
255,312

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（８月分）
4,074

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（８月分）
3,289

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 小学生の読書活動支援事業に係る組立式書架Aほか5点（淀川区役所）買入にかかる経費の支出について
1,225,152

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２７年９月支払分）
160,700

淀川区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用カラー用紙買入経費の支出について
5,313

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基カード作成プリンタ用カラーリボン・中間フィルム購入経費の支出について（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
60,652

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報システムプリンタ用トナーカートリッジ購入経費の支出について（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
80,352

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年９月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年９月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
705,084

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支出について（平成２７年７月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年８月支給決定分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
754,400

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
346,372

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年８月支給決定分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
550,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成27年7月分）
5,904

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
309,948

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
171,238

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,111

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成２７年７月分）
9,615

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（７月分）
3,637

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（７月分）
3,188

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
117,130

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年６月分）
719,860

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年６月分）
1,439,721

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
2,037,045

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年８月支給決定国民健康保険療養費（退職）の支給について
40,493

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年６月分）
719,860

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフプラン　出生記念フォトフレームの購入経費の支出について（窓口サービス課　住民登録・戸籍）
233,280

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
18,060

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
666,056

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
406,368

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
66,966

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
70,364

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,825

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年７月分）
539,895

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年７月分）
1,079,791

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年７月分）
539,896

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
80,000
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淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納受取人払いの支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納受取人払いの支出について
35,843

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
40,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
120,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納郵便料の支出について
73,680

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年８月分料金後納受取人払いの支出について
50,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民登録事務用市内出張交通費の支出について（４月～８月分）
1,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
52,922

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
88,812

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
305,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
54,162

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
7,764

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
241,562

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（７月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）９月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）９月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
17,960

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
7,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
66,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,248

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
301,195

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
186,183

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
142,742

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
7,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
192,672

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（第２７号）
34,911

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
49,895

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
225,045

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
299,374

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
316,434

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
114,726

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
94,236

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,212

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
69,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
32,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康教育事業講師にかかる報償金の支出について（７月分）
23,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
12,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
2,460
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
75,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
16,768

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
518,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
100,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
53,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
638

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
80,008

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
12,173

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
637

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月前期分）
800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代の支出について（７月分）
17,370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
39,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援事務用コピー代の支出について（７月分）
17,538

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援事務用コピー代の支出について（７月分）
16,734

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（７月分）
4,511

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（７月分）
30,417

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
12,319

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
167

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託 (概算契約)経費の支出について（平成２７年７月分）
11,340

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（７月分）
551,066

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
50,293

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
30,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
52,366

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
38,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,737

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
49,755

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
154,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
98,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
37,180

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童手当給付費９月分の支給について
320,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
126,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
131,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
312,984

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
239,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
93,621

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
16,344

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
208,038

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,970

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
223,759

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,620
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,224

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
958,033

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
592,590

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
650

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
23,899

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
146,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
198,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
65,242

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
52,040

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
172,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
2,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
105,521

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
56,172

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
154,904

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
609,509

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
12,579

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,780

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,815

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
28,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,280

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
4,775

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者虐待対応にかかる市内出張交通費の支出について（５～７月分）
2,813

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
3,030

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月後期分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（特別号）
41,650

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待対応にかかる市内出張交通費の支出について（５～７月分）
5,936

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢福祉関係事務説明会にかかる市内出張交通費の支出について
1,020

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（８月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（８月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
28,687

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
26,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
224,036

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
205,309

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
50,064

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
73,870

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,652

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,720,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
71,117

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
26,200
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
408,438

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
54,957

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
72,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,913

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
25,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
234,370

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用品購入費の支出について
3,445

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
439,495

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
48,438

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
68,438

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について
30,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
5,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について
1,100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,644,150

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
6,302

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,289,594

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
6,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
54,690

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
36,760

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
69,950

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,550

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
743,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
132,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
147,491

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
54,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
162,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
15,120

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
114,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
19,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,326

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
62,010

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
250,612

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,504

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
222,724

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
900,810

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
92,017

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（９月分）にかかる支出について
2,662,670

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
120
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月・受取人払分）
1,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
378

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
2,644

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
3,505

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
16,663

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
1,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
27,947

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
6,692

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
13,688

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
24,727

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
5,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
4,174

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
9,416

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
2,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
1,140

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
22,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,215

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
58,820

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
830

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
420

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
1,968

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
23,631

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
2,680

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
7,564

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年度　社会復帰相談指導事業（戸外活動）にかかる参加者交通費の支出について
5,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度社会復帰相談指導事業（戸外活動）にかかる施設入場料の支出について
1,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
9,492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
6,096

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
266

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
41,733

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月・受取人払分）
1,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
77,497

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
124,888

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
1,230

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
7,523

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
1,754

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
27,257

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
12,659

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
139,648

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
52,209

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
1,968

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（８月分）
1,066

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
1,394
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８月分）
1,928

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
131,220

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
64,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
73,170

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
143,592

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
4,020

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
21,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
103,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（８月分）
530,610

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
7,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,212

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用セロハンテープほか１０点の購入経費の支出について
10,615

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前期分）
11,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月前期分）
2,378

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前期分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託 (概算契約)の支出について（平成２７年８月分）
11,761

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用ゴム印の購入経費の支出について
1,387

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
2,662

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
10,056

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用セロハンテープほか１０点の購入経費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
43,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
220,470

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,670

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
172,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託料の支出について（８月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,490

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前期分）
886

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前期分）
1,322

淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶の購入経費の支出について
16,588

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第１回淀川区区政会議会議録作成業務委託料の支出について
12,528

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 もと淀川区役所・もと淀川区保健福祉センター跡地にかかる整備計画等の調査・検討業務委託先選定委員会委員謝礼の支出について
40,800

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第2回淀川区福祉バス廃止に伴う今後のあり方検討会にかかる謝礼金の支払について
19,990

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年9月号分）
410,400

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について(平成27年9月号分)
36,288

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)021号～025号の印刷及び同経費の支出について(024号分)
50,976

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度淀川区役所広報誌印刷業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について(平成27年9月号分)
1,185,613

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（8月分）の支出について
1,312

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（8月分）の支出について
6,941

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（8月分）の支出について
34,694

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(８月分)
4,608

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(８月分)
108

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（8月分）の支出について
97
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淀川区役所 政策企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（8月分）の支出について
10,807

淀川区役所 政策企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所広報誌配布業務委託（平成27年5月号～平成28年3月号）にかかる経費の支出について（平成27年8月号分）
838,551

東淀川区役所 出張所 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分市内出張交通費の支出について（出張所）
560

東淀川区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月号分）
341,344

東淀川区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年７月分　コピー機にかかる消耗品費の支出について（総務課（総合企画））
127

東淀川区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年７月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
6,780

東淀川区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成27年4月号～平成28年3月号）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月号分）
130,438

東淀川区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所出張所１階男子和式トイレ配管詰り通管工事に係る経費の支出について
37,800

東淀川区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成27年５月号～平成28年４月号）にかかる支出について（９月号分）
243,000

東淀川区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（８月分）
44,460

東淀川区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年８月分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　のぞき見防止液晶保護フィルム（iPad Air用）購入経費の支出について
8,424

東淀川区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（８月分）
285,930

東淀川区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成27年８月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成27年5月号～平成28年4月号）概算印刷の実施にかかる経費の支出について（９月号分）
540,237

東淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月号分）
561,971

東淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用モバイル端末機のレンタルに係る経費の支出について（８月分）
7,890

東淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
2,145

東淀川区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
8,256

東淀川区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年９月分）
6,093

東淀川区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年９月分）
13,400

東淀川区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び出張所敷地内樹木の剪定業務委託に係る経費の支出について
106,920

東淀川区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
489,240

東淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
15,243

東淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成27年８月利用分）
29,164

東淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具賃貸借業務経費の支出について（８月分）
14,664

東淀川区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ios搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（８月分）
15,124

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成27年７月分）
399

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年９月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年９月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年９月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年９月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジの購入経費の支出について
59,924

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジの購入経費の支出について
239,695

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年8月分　国民健康保険療養費の支出について
1,345,291

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年８月分国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジの購入経費の支出について
24,624

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成27年７月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年8月分　国民健康保険療養費の支出について
57,543

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２７年７月分）の支出について
5,125,155

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年７月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
1,130

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２７年７月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（７月分）
750,153

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（７月分）
1,500,306

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（７月分）
375,076

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年8月分　国民健康保険療養費の支出について
1,003,746

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年８月受付分）
346,632

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年８月受付分）
12,981
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 「平成２７年度　東淀川区学校案内（小学校編・中学校編）」冊子印刷経費の支出について
617,760

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成27年７月取扱分）
560

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成27年８月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について
42,012

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
750,153

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
1,500,305

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年８月受付分）
198,162

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
375,077

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
904,500

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
6,506

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
59,363

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
200,861

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
2,744

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
892,620

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
50,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
34,565

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
337,711

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（平成27年８月分）
788

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成27年８月分後納郵便料金の支出について
124,490

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成27年８月分）
6,912

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成27年８月分後納郵便料金の支出について
4,294

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(８月分)
97

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年７月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外１件）
35,595

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,084

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
23,390

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,040

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用　衛星電話料金の支出について（平成27年７月分）
29,400

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,462

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,250

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年７月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
7,410

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成27年７月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
1,080

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託（４月、５月分）に係る経費の支出について
296,732

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託（４月、５月分）に係る経費の支出について
501,494

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託（４月、５月分）に係る経費の支出について
593,640

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度８月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
12,761

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東淀川区自転車安全運転啓発事業業務委託経費の支出について
691,200

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（地域編）―コミュニティスペース「小松ふれあいプラザ」の運営事業―に係る経費の支出について（第１回中間払）
522,253

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査事務用フラットファイル外１点の購入経費の支出について
107,730

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年度８月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
81,185

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
21,744

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,030

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,450

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,070

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ８月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,657

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（平成27年８月分）
12

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（８月分）
429,740

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（８月分）
204,640
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東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（８月分）
388,812

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川３区防犯プロジェクト事業による防犯カメラ長期借入経費の支出について（８月分）
295,596

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,809

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会を中心とした地域活動支援事業用携帯電話料金の支出について（平成27年８月分）
3,583

東淀川区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等に係る業務委託経費の支出について（８月分）
319,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年７月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
25,603

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年７月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
16,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料等）にかかる経費の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新にかかる火災保険料）にかかる経費の支出について
15,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具及び住宅改修）にかかる経費の支出について
116,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
73,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費等）にかかる経費の支出について
7,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
136,472

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２７年度８月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金９月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金９月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
161,733

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
136,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
10,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
358,866

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
204,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
129,296

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
391,206

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）の支出について
7,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
11,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
82,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
60,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
33,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
17,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用メッシュケース外２２点の購入経費の支出について
6,337

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用メッシュケース外２２点の購入経費の支出について
34,035

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
37,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
75,285

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
131,199

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
361,468

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
61,572

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
540

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（日割家賃）にかかる経費の支出について
2,581

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
3,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
193,039

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
248,229

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
32,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
84,547

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
22,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
229,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
56,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の施設入所面接同行にかかる出張旅費の支出について
9,640
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
68,537

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
40,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（７月分日割家賃）の支出について
1,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
52,798

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）の支出について
15,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
215,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
189,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分－２）
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分－２）
3,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（７月分）
61,564

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
227,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分－２）
1,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート事業用絵本の購入にかかる経費の支出について
543,132

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分－２）
1,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（７月分）１
175,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（７月分）
289,071

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
34,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
1,546

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
57,478

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
47,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
40,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
264,042

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
724,599

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
50,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
61,418

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
18,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
260,078

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
156,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
11,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
28,672

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成27年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（７月分）の支出について
13,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者の施設入所及び保護申請同行にかかる出張旅費の支出について
9,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
11,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
363,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
97,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
71,181

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
208,116

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区青少年育成推進事業に係るチラシ・ポスター作成経費の支出について
87,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（新庄小学校）
73,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉センター新任職員研修会参加にかかる市内出張交通費の支出について　（生活支援）
2,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,438

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
655,168

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
160,994

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
79,923
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
272,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
33,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費(住宅維持費)にかかる経費の支出について
48,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
220,714

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
57,869

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
207,409

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
201,006

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
129,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会開催にかかる食糧費（364名分・平成27年９月から12月）の支出について
24,963

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業　委託事業者選定委員謝礼の支出について
49,499

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分）
5,963

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
287,349

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
135,165

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１号）
299,916

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
33,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成27年6月申請分）
1,589,647

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
342,088

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成27年6月申請分）
446,186

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分）
3,163

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
117,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
118,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
165,539

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
104,556

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
24,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
73,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
172,144

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
22,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
51,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
73,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
37,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
2,372

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
15,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 乳幼児発達相談体制の強化事業にかかる市内出張旅費の支出について（７月分）
380

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（７月分）
3,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
493,188

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
885,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
116,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
165,436

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
343,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
284,894

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（７月分）
940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（７月分）
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,170,592
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
49,508

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
40,176

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
106,009

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）の支出について
3,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
93,414

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
19,429

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
3,964

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
11,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成27年８月31日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策促進事業（家族教室）の支出について　平成２７年７月分
8,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費９月分の支出について
3,573,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小中学校土曜授業へのゲストティーチャー派遣（子どもの情報モラル教育）事業にかかる業務委託料の支出について（平成27年６月～８月実施分）
78,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小中学校土曜授業へのゲストティーチャー派遣（子どもの情報モラル教育）事業にかかる業務委託料の支出について（平成27年６月～８月実施分）
393,302

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について
52,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年9月分扶助費の支出について（出張所）
400,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について
30,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について
800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（８月分）
21,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
104,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
104,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
73,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について
800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について
2,200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,756

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
218,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
224,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
31,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
34,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）－２
3,104

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）－３
201

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
648

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（大隅東小学校）
75,972

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（８月分）
660,436

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（豊里小学校）
185,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
9,364

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
1,475,814

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
87,167

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
138,898

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
297

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
666

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
2,214

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
58,282

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
2,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
246
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
1,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
208

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
10,056

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
3,161

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
1,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
27,004

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－２）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（平成27年８月分）
11,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年８月分）
8,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－２）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,768

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
102,126

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
334,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年８月分）
9,343

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分　郵便料金の支出について（生活支援）
820,851

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
43,661

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
44,748

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
27,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－２）
648

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－２）
1,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－２）
1,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について　平成２７年８月分
9,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について(4～6月分)
3,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第４回中間払い）
570,868

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
59,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２７年１０月分扶助費の支出について（出張所）
5,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２７年１０月分扶助費の支出について（出張所）
3,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年１０月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２７年１０月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
23,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
70,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
46,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
31,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年１０月分扶助費の支出について（出張所）
650,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
233,585

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
230,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
200,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年８月分
36,526

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年８月分
138,579

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年８月分
9,603

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年８月分
5,529

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度第２四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,886,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,312

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
3,526

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
92

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,192

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
80,530

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,090
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,675

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
574

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
566

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
151,725

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費、教材費、郊外活動費)にかかる経費の支出について
250,465

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
320,764

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
311,624

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
282,536

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
372,022

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材費、郊外活動費)にかかる経費の支出について
174,163

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２７年度９月分
9,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度第２四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,813,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
24,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
96,462

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
199,627

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
3,168

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（平成27年6月申請分）
711,056

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,113

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
15,194

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,042

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
143,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（８月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（８月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,072

東成区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２７年５月号～平成２８年４月号）　概算印刷にかかる経費の支出について（８月号分）
399,168

東成区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託 平成27年5月号～平成28年4月号（概算契約）の経費の支出について（８月号分）
64,357

東成区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（平成２７年国勢調査調査員説明会用食糧費　２７０名分）の支出について（８月分）
8,456

東成区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（６～７月分）
16,560

東成区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
2,565

東成区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 クリアファイル（留め具付き）の購入について（平成２７年国勢調査用）
57,996

東成区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
145

東成区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成27年５月号～平成28年４月号）全戸配布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（８月号分）
418,201

東成区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（平成２７年国勢調査調査員説明会用食糧費　２４０名分外１件）の支出について（８月分）
7,516

東成区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（平成２７年国勢調査調査員説明会用食糧費　２４０名分外１件）の支出について（８月分）
500

東成区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（８月分）
110,890

東成区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（７月分）
1,119,382

東成区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所小便器センサー外修繕工事経費の支出について
164,268

東成区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成27年5月号～平成28年4月号にかかる経費の支出について（９月号分）
191,970

東成区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（８月分）
52,183

東成区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（８月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（８月分）
9,011

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（８月分）
5,159

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
4,948

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（８月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（８月分）
2,428
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東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（８月分）
4,240

東成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
2,028

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政推進担当用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
38,988

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政推進担当用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
7,085

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務（概算契約）の支出について（７月分）
11,155

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
7,662

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
611,939

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
1,882

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
4,674

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
3,606

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
40,003

東成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務（概算契約）の支出について（７月分）
249

東成区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（８月分）
1,712

東成区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（８月分）
1,570

東成区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（８月分）
5,112

東成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（９月分）
1,875

東成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（８月分）
16,202

東成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（９月分）
883

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年９月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年９月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（９月分）一般
76,926

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（９月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年１月分～２７年７月分）
310,910

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（７月分）
2,616,260

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報プリンター及び公的個人認証プリンター用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
33,881

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（７月分）
344,366

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（９月分）一般
23,060

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（９月分）一般
67,331

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年８月分）
295,560

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
72,233

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
7,039

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
134,268

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理８月分）
794

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
21,607

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
38,797

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
102,510

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理８月分）
327,585

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理８月分）
15,598

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
100,668

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険８月分）
63,700

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（９月分）一般
187,061

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成27年８月分）
1,200

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（８月分）
12,135

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（８月分）
802

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（８月分）
6,414

東成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（８月分）
1,693

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分一般）
85,104
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東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について
69,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（４件分）
38,524

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
21,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具）の支出について
29,868

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
442,370

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・平成27年9月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（北中本・東小橋保育所　平成27年9月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
78,840

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
2,010

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
263,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
6,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の車検にかかる経費の支出について
30,294

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ）
184,968

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（３件分）
45,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（２件分）
16,084

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
12,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
34,560

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
56,905

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ４回目）
222,370

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ２回目）
213,784

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ３回目）
159,912

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（２件分）
9,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について＜７月分＞
74,094

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
231,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（８月分）
77,079

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（７月分）
4,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（１件分）
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
90,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
3,402

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について（３件分）
27,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
12,120

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育てネットワーク構築支援事業用「ひがしなりっ子　すくすく・つながるクラブフェスタ（うんどうかい）」レクリエーション傷害保険料の支出について
10,920

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
49,473

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（５０名分）
328,004

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（１件分）
17,893

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（３件分）
41,788
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東成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
158,101

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（８件分）
82,770

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
45,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
129,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
28,243

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(メガネ代・装具代)の支出について（２件分）
37,937

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
15,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
20,291

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（２件分）
47,998

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(メガネ代)の支出について
30,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（9月分）
30,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ５回目）
143,669

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分一般２回目）
10,368

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
7,755

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
229,270

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の車検（追加整備）にかかる経費の支出について
7,387

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（３件分）
29,334

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,780

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（平成２７年５～６月分）の支出について
6,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（平成２７年４～６月分）の支出について
10,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療費の支出について
11,030

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
19,440

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる文書封入封緘及び宛名ラベル作成・貼付業務委託料の支出について
53,587

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
28,641

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
41,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（８月分ストマ６回目）
155,621

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
43,578

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
7,128

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
2,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
9,180

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（２件分）
40,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（１件分）
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
75,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
2,268

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
79,920

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
6,990

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
59,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
19,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（１件分）
14,000
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東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について＜７月分＞
31,453

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について＜８月分＞
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜８月分＞の支出について
61,908

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
11,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
6,170

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
8,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
36,051

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
228,080

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
235,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報酬金の支出について（8月分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
992

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
690

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
8,980

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
962

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
5,237

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
60,539

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
450

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
4,785

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
197

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１０月分）
19,994,245

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（５０名分）
303,282

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１０月分）
11,000,028

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４～７月分＞の支出について（４件分）
59,535

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１０月分）
180,130

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
13,444

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１０月分）
400,650

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
960

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
738

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,378

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
13,719

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
1,628

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
1,250

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,280

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
53,710

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
1,748

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
5,434

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
14,296

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
1,708

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
74,199

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
11,835
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東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
74

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,322

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
1,910

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
1,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,040

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般）
8,960

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（８月分）
287,787

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
5,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（３件分）
44,640

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
5,130

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（１件分）
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（２件分）
22,010

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
17,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
72,934

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（９月分）の支出について（２５名分）
113,392

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
13,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（３件分）
51,292

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
26,147

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
8,934

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
5,106

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,866

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成27年9月分）
1,085,810

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ２回目）
103,534

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
75,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（１件分）
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
97,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
28,870

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,150

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（５件分）
24,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
29,239

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（３件分）
56,105

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（２件分）
36,888

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
222,724

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
230,840

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
415,501

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般２回目）
17,396

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ）
388,686

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度地域保健・地域福祉推進支援事業にかかる専門分野別実務者会議（子育て支援・第3回）アドバイザー謝礼の支出について
12,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（８月分）
18,607

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（８月分）
12,154
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東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第２四半期）の支出について
1,007,875

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年９月分）
1,356,366

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成事業用医療費の支出について（平成２７年９月分）
91,763

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（８月分）
21,536

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,840

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（８月分）
24,890

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金について（９月分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第２四半期）の支出について
957,875

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年９月分）
214,727

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年９月分）
148,830

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師への報償金の支出について（８月分）
11,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（８月分）
355,570

東成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（８月分）
10,364

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策用物品（避難所用アルミマットほか2点）の買入にかかる経費の支出について
429,138

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
6,448

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月03日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校選択制実施にかかる学校案内の編集及び印刷業務委託経費の支出について
625,725

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 平成26年度区役所附設会館指定管理業務評価の専門委員会にかかる委員報償金の支出について
34,766

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成27年8月分）
5,339

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度スポーツ推進委員報酬の支出について（４月１日～９月３０日）
168,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
3,621

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
174

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
4,428

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
240

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中道小学校生涯学習ルーム「ウクレレワークショップ」講師謝礼の支出について
30,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（８月分）の支出について
1,800

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（８月分）の支出について
4,920

生野区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務の実施経費の支出について（７月分）
8,640

生野区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生野区役所事務用メールボックス購入経費の支出について
51,732

生野区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所事務用シュレッダー買入経費の支出について
841,320

生野区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所内（銀行内）空調設備修繕業務の実施経費の支出について
53,146

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（７月分）
54,051

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所庁舎用 床板ほか２点買入の実施経費の支出ついて
24,980

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２７年度生野区役所簡易水道検査の実施経費の支出について
8,640

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の実施経費の支出について（７月分）
13,300

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成27年8月号分）
81,465

生野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託の実施経費の支出について（６月分）
5,076

生野区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 お客様エスコートサービス事業委託予定者選定委員に対する報償金の支出について
51,779

生野区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成27年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（8月分）
2,766

生野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所広報用大阪市生野区広報板移設業務にかかる委託料の支出について
102,600

生野区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（８月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課8月分）
5,011
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生野区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課8月分）
11,530

生野区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課8月分）
492

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
7,778

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
23,176

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
61,689

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
12,960

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
21,600

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外８点の購入経費の支出について
22,636

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成27年9月号分）
242,926

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成27年9月号分）
297,277

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（８月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成27年9月号分）
92,340

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成27年9月号分）
29,592

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務の実施経費の支出について（８月分）
8,640

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（８月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（８月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（８月分）
10,141

生野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度生野区区政会議の速記による会議録作成業務の実施経費の支出について（概算契約）（第２回全体会議分）
42,768

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（８月分）
42,227

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成２７年９月分）
3,814

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（８月分）
782

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（８月分）
14,662

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（８月分）
1,886

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（８月分）
16,202

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成27年８月と９月分）
4,211

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
1,998,372

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（８月分）
1,558

生野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（８月分）
6,834

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（７月分）
28,375

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（9月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（9月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金平成２７年９月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　　平成２７年９月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金平成２７年９月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　平成２７年９月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年９月７日支払分
232,594

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整に伴う療養費の支出について
57,057

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 旧町名継承碑移設業務経費の支出について
228,960

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（８月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・９月分）
885,373

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
106,234

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
5,194

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
29,073

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
97,496

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（８月分）
17,561

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
645,529

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 105～118 14件）
700,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　50～57 8件）
853,880

生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
648,041
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生野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
49,656

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
5,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
312,980

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
36,490

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
247,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
167,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
203,070

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育平成２７年度第２四半期分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について(9月分)
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育平成２７年度第２四半期分　公立保育所消耗品費事業資金の支出について(9月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
146,591

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
267,624

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分～８月分）
398,832

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
18,199

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
193,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
117,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
236,589

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
34,870

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
33,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
167,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（７月分）
29,688

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（７月分）
24,161

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
49,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
139,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,626

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
14,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
125,226

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
76,525

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
7,178

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室用講師謝礼の支出について
9,940

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
280,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
36,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
59,270

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
119,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
480
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生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,420

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,903

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
2,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
128,700

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
4,078

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
1,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
780

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
1,260

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
61,029

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６、７月分）
101,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,540

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
33,815

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
259,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生野区健康展にかかるポスター及びチラシ作成経費の支出について
59,940

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
121,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,030

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
350,733

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,460

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　生野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（9月分）
186,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
102,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
11,856

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
95,981

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
12,225

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,183

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
188,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
134,598

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
393,061

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,658

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
220,038

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,570

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
147,140

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
275,159

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
389,426

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
96,725

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
174,369

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
198,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
209,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
13,704

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
78,880
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生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 総務課・小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課・８月分）
4,523

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
147,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
39,730

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
168,480

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
20,010

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,230

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
177,756

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８月分）
122,630

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
73,330

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
276,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度ＢＣＧ予防接種にかかる報償金の支出について（８月分）
49,780

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年８月分・乳幼児健診等用報償金の支出について
361,870

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
576

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
820

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
902

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
853

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
121,897

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
348,967

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,401

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,324

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,890

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,420

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,420

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,640

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
129

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護費調査事務用社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第１四半期分）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護費調査事務用社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第１四半期分）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護費調査事務用社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第１四半期分）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護費調査事務用社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第１四半期分）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
117,612

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
6,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
80,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
9,785

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
34,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
155,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
86,838

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
1,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
291,954

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
10,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,250
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生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
225,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,312

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
410

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
1,148

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,819

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,095

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,994

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
24,414

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
2,142

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
984

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
8,653

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,458

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（８月分）の支出について
15,489

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
576

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,788

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
15,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
13,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第2四半期）
1,847,825

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,717

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
91,595

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる10月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
50,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
123,236

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる10月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
26,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる10月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
800,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる10月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる10月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
171,540

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第2四半期）
1,767,825

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
32,278

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,432

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
105,166

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,881

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,758

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,260

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,630

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,000
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生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,564

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護費調査事務用社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第１四半期分）
10,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
48,114

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
45,164

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年9月）
826,150

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
383,358

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
197,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,871

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,217

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
313,519

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
201,832

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
233,985

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
20,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
95,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
113,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８月分）
74,513

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
193,232

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（９月分）
35,409

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（９月分）
1,671,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（９月分）
392,570

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（９月分）
9,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
294,657

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
263,456

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
56,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
69,819

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（９月分）
473,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（９月分）
225,863

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（８月分）
11,524

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
5,121

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
1,148

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
3,022

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
24,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
33,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（8月分）
485

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
32,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
1,484

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
3,383
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生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
3,836

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,460

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
107,207

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
603,064

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（施設・短期入所サービス費）の支出について
156,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
19,975

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
6,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
68,019

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助(人工妊娠中絶費)）の支出について
106,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
2,370

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
54,774

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
16,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
84,368

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
8,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
30,094

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（８月分）
9,003

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
180,975

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（８月分）
3,857

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
20,191

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（8月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
10,229

生野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
745

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 これからの教育環境を考えるワークショップ（第５回）における一時保育ボランティア経費の支出について
4,160

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（７月分）
23,225

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（７月分）
61,799

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（７月分）
7,738

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（7月分）
28,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度生涯学習ルーム事業に係る委託料の支出について(北巽小)（口座振替不能分）
40,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（７月分）
29,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域自主防災活動支援事業地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
200,340

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域自主防災活動支援事業わが家の防災マップの作成・印刷経費の支出について
168,480

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区地域活動協議会補助金の支出について（Ａブロックスリーアイズ大会）
100,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課８月分）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課８月分）
1,300

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課８月分）
1,800

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課８月分）
9,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成28年度新入学生用生野区学校案内印刷請負一式の経費の支出について
316,872

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（４月～９月分）
177,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業「夏休みこどもヒューマンシアター」の実施委託にかかる経費の支出について
162,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査事業に係る薄型ファイルの購入経費の支出について
65,772

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（8月分）
43,740
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生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
164

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
5,014

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
3,444

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
492

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（8月分）
6,370

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
3,936

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
1,015

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（８月分）
3,169

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（8月分）
108

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（8月分）
3,506

旭区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
156,600

旭区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
125,280

旭区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年７月分・日本デジコム）
73,500

旭区役所 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年７月分・ＫＤＤＩ）
40,000

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
8,640

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
1,728

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
4,100

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
82

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
80

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
800

旭区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
19,926

旭区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、車いす外９点購入経費の支出について
275,400

旭区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、職員用防災服装備品購入経費の支出について
118,908

旭区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
102,960

旭区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
205,920

旭区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（８月分）
16,027

旭区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報端末　長期借入経費の支出について（平成２６年３月～平成３０年２月借入）（平成２７年８月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報端末　長期借入経費の支出について（平成２５年１０月～平成３０年２月借入）（平成２７年８月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課業務用電子レジスター保守点検業務にかかる委託経費の支出について（第１回　４～７月保守）
19,044

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
1,681

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
30,176

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
304

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
174

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
6,652

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
124,260

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
248,521

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直用寝具借入にかかる支出について（８月分）
9,720

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
82,283

旭区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（８月分）
128,841

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務に係る経費の支出について（第１回全体会議分）
17,280

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる支出について（平成２７年８月分）
599,867

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２７年８月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２７年８月分）
28,401

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
49,189

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 旭区「学校案内」印刷業務にかかる印刷経費の支出について
306,612

旭区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 旭区「学校案内」企画編集業務委託経費の支出について
198,720

旭区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内員業務従事者派遣（長期継続契約）に係る経費の支出について（８月分）
162,900

旭区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査にかかる消耗品購入経費の支出について
15,768
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旭区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分常時啓発費）
6,068

旭区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月請求（8月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
736

旭区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分（8月使用分≪6月17日契約切替による新契約分≫）専用回線電話代の支出について
28,224

旭区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
15,467

旭区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年９月号）
30,935

旭区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２７年１０月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　放課後おさらい教室指導員報償金の支出について（８月分）
49,080

旭区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２７年７月分　※６月分を含む）にかかる支出について
23,764

旭区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分（8月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課分　平成２７年７月分　※６月分を含む）にかかる支出について
360

旭区役所 市民協働課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森２丁目）８月分
299

旭区役所 市民協働課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森４丁目）８月分
299

旭区役所 市民協働課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森６丁目）８月分
299

旭区役所 市民協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（７月分）
2,901

旭区役所 市民協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（７月分）
11,715

旭区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「夏休み！家族でチャレンジ！（ドキドキ考古学）」における講師謝礼金の支出について
23,920

旭区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 旭区にほんご教室参加者及びボランティアスタッフにかかるボランティア保険料の支出について
17,400

旭区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「夏休み！家族でチャレンジ！（紙ひこうきづくり）」における講師謝礼金の支出について
25,080

旭区役所 市民協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度「夏休み！家族でチャレンジ！（ネイチャークラフト）」における講師謝礼金の支出について
23,760

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
367

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,233

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
516

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,800

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,288

旭区役所 市民協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,420

旭区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（大宮３丁目）８月分
299

旭区役所 市民協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第5回「あさひ、だいすき♪旭区検定」チラシ及びポスターの印刷にかかる支出について
75,600

旭区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度スポーツ推進委員報酬の支出について（前期分）
163,200

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係等にかかる啓発物品購入経費の支出について
155,520

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業等にかかる啓発物品購入経費の支出について
175,932

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
19,224

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係等にかかる啓発物品購入経費の支出について
96,120

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係等にかかる啓発物品購入経費の支出について
29,160

旭区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業等にかかる啓発物品購入経費の支出について
115,020

旭区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
1,392

旭区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（８月分）
984

旭区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（８月分）
4,674

旭区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
1,722

旭区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川クリーンキャンペーンにかかるチラシ・ポスターの印刷業務委託費の支出について
54,000

旭区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（８月分）
7,443

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（高殿南校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（新森校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（古市校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（太子橋校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（大宮校下地域活動協議会）
648,297

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（中宮地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（生江校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（清水校下地域活動協議会）
510,354
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旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（高殿校下地域活動協議会）
510,354

旭区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ご近助つながり支援事業にかかる委託料の支出について（下半期分）（城北校下地域活動協議会）
648,297

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年9月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（９月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（９月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
134,689

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
11,973

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（８月執行分）
766,187

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
2,511,950

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
180,586

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
15,198

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（８月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年9月分　国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
895,480

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
84,419

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
1,404

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
450,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
9,214

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
82,567

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
6,625

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
377,394

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
90,860

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（９月執行分）手処理追加分
768,640

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業用　高額療養費の支出について（９月執行分）
266,178

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
116,712

旭区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
101,139

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２７年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）９月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）９月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「マタニティカフェ」における講師謝礼の支出について（8月分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
710

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
6,730

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
83,574

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
820

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,640

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度８月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
8,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　小口支払基金繰戻金の支出について
1,449

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
79,962

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
62,880

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
17,868

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
129,218

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
106,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
42,920

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
16,438

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
138,350
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旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
189,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち事業)の支出について（８月分）
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
60,670

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度高齢者住宅改修給付金の支出について
213,907

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
287,942

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅維持費の支出について
72,360

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
29,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
128,620

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　検査料の支出について
5,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金(窓口払分）の支出について（９月分）
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,030

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ノーバディーズ・パーフェクト事業開催等にかかる事務用品購入経費の支出について
13,351

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ノーバディーズ・パーフェクト事業開催等にかかる事務用品購入経費の支出について
8,543

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ノーバディーズ・パーフェクト事業開催等にかかる事務用品購入経費の支出について
10,266

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
92,069

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
10,186

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
18,497

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
107,650

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
377,860

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
46,636

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
2,104,487

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
45,394

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
47,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
62,722

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
304,168

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
175,090

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 リーフレット「アンチエンジングは足元から」の印刷にかかる経費の支出について
30,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支払について
234,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,746

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（４～６月分）の支出について
20,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
235,064

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　通院移送費の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
383,217

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
638,402

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
2,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,910

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（６月分）
19,591

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
101,372

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
333,987
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旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
30,853

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
197,120

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
100,616

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（６月分）
29,672

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
262,359

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による被保護者措置費　出産扶助費の支出について
8,840

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
394,200

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅維持費の支出について
102,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
229,270

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年度市立保育所賄材料費（９月分）の支出について
1,676,280

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１０月分）
15,400,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１０月分）
9,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１０月分）
220,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１０月分）
80,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１０月分）
600,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
108,516

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 「はじめての骨盤体操＆ストレッチヨガ」における講師謝礼の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年8月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
305,790

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（８月分）
3,101

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２７年８月分後納郵便料金の支出について
118,923

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
94,167

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金について（平成２７年８月分）
21,440

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
1,668

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
250

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
3,362

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,211

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
776

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
696

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,316

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,526

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,336

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,292

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
118,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
460,434

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,257

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,566

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,261

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
263,358

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
410

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
74,485

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
424,961

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
43,496

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
343,440

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
347,743

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　福祉用具購入費の支出について
2,494

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
19,411
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旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
86,180

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　長期入院患者例外的給付の支出について
44,640

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
387,968

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１０月追加分）
30,450

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
157,032

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
492

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
345

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
6,552

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
8,207

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
174

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
2,189

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
9,353

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
59,651

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
52,964

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
693

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
259,803

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
40,812

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
12,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,980

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年８月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,538

旭区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

城東区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査用　市内出張旅費の支出について（平成２７年７月分）
300

城東区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う同経費支出について（平成２７年９月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる同経費支出について（７月分）
6,270

城東区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる同経費支出について（７月分）
4,347

城東区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 旅費　普通旅費 住民投票事務従事にかかる普通旅費の支出について（口座不能による再支出分）
1,200

城東区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 旅費　普通旅費 住民投票事務従事にかかる普通旅費の支出について（その２）
2,700

城東区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政情報等の情報発信力の強化事業用　色鉛筆ほか７点（消耗品費）の購入にかかる経費支出について
52,866

城東区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区政情報等の情報発信力の強化事業　城東区マスコットキャラクターイラスト入りクリアホルダー及び名刺の印刷にかかる同経費支出について
136,080

城東区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２７年８月請求分）
745

城東区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成２７年７月分）
6,510

城東区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課　市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
11,424

城東区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」企画・編集業務にかかる同委託経費の支出について（平成27年9月号）
414,720

城東区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」9月号新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
1,109,343

城東区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」点字版作成業務委託にかかる経費支出について（平成２７年９月号）
107,136

城東区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入の経費支出について（平成２７年８月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入　にかかる経費支出について（平成２７年８月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　生涯学習ルーム　講師謝礼金の支出について（平成27年6月分・2回目）
15,000

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（平成27年7月・8月分）
75,000

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
16,140

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２７年８月分：市民協働課、総務課、保健福祉センター分館）
72,630

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,980

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
6,000

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２７年８月分)の支出について
18,699

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(平成２７年８月分)の支出について
201,295



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２７年８月分：市民協働課、総務課、保健福祉センター分館）
2,515

城東区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発用　後納郵便料の支出について（平成27年8月利用分）
9,086

城東区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　障がい者用トイレ（シャワートイレ）便座取替にかかる経費支出について
69,660

城東区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２７年８月分）の支出について
9,744

城東区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成27年8月分）
30,684

城東区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平成27年度　学校体育施設開放事業にかかるバレーボール支柱の購入に伴う同経費の支出について
136,080

城東区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について(８月分)
285,888

城東区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センターの警備委託業務にかかる支出について(８月分)
14,580

城東区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる支出について（８月分）
14,040

城東区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について(８月分)
9,720

城東区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支払について(８月分)
5,955

城東区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支払について(８月分)
4,104

城東区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」9月号SP版(音声版)コード製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
65,124

城東区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務にかかる支払について(８月分：完納)
21,168

城東区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所駐輪整理等業務委託にかかる経費の支出について(８月分)
69,300

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（平成２７年１０月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成27年8月分）
22,950

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用　手抜きポリ袋の買入にかかる経費の支出について
68,580

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」9月号概算印刷にかかる経費支出について
988,848

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（９月請求分）
3,814

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（９月請求分）の支出について
16,202

城東区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴコミュニケーションズ　回線使用料（平成２７年９月請求分）の支出について
2,466

城東区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区における人権啓発推進事業用「校下人権学習会」周知用ポスター・チラシの作成にかかる支出について
105,192

城東区役所 市民協働課 平成27年09月03日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度城東区校庭等の芝生化事業補助金（維持管理）の支出について
52,700

城東区役所 市民協働課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について
4,200

城東区役所 市民協働課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる物品の購入にかかる同経費の支出について（啓発用ポケットティッシュ）
179,625

城東区役所 市民協働課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業　防災マップ企画編集業務委託にかかる同経費の支出について（鯰江地域活動協議会）
43,200

城東区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 備品購入費　庁用器具費 地域防災拠点整備事業用ガス式発電機の買入にかかる同経費の支出について
92,556

城東区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期：9月支払い分）
235,200

城東区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区役所附設会館使用申込書及び使用料免除申請書の印刷に係る支払いについて
32,184

城東区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（８月分）
2,374

城東区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵送料の支出について(区役所附設会館指定管理者選定事務）
970

城東区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（平成27年8月分）の支出について
164

城東区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（8月利用分）
8,633

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる同委託料の支出について（平成27年7月分）
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年9月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年9月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（９月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（９月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成27年7月分）
18,194

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(9月4日支払い)
784,533

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(9月4日支払い)(追加)
28,801

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について【退職】(9月4日支払い)
13,644

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 被保険者資格喪失後受診により発生する返還金に係る保険者間調整における支払いについて
129,367

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(9月11日支払い)
169,054

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
313,999

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジほか23点の購入にかかる経費支出について
90,482

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用ゴム印10種の購入にかかる経費支出について
3,996
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城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
124,880

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
1,979

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年8月分)
4,977

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年8月分)
18,349

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年8月分)
7,775

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
43,991

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
4,755

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
37,294

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
33,614

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
2,648

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料（27.8月分）の支出について
311,120

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成27年8月分）
26,493

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
6,092

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
176,986

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
824,683

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
199,818

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(9月29日支払い)
593,072

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(9月29日支払い)
800,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(9月29日支払い)(追加)
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(9月29日支払い)
268,610

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について【退職】(9月29日支払い)
79,116

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用ドラムカートリッジ他１点の購入にかかる経費の支出について
148,262

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
227,970

城東区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
2,266

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
102,465

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２７年９月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年９月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
726,072

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
292,062

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
47,858

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
236,993

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
213,702

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
2,260

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
986,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
912

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
7,986

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
120,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
7,740

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
270,635

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成27年度社会福祉主事資格認定通信課程受講にかかる管外出張旅費等の支出について
53,780

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成27年7月分)
2,860

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
100,090

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
144,412

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（校外活動費）の支出について
17,247

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
1,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年度８月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
29,911

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度８月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
1,960

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　トナー外25点の購入経費の支出について
13,200
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城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　トナー外25点の購入経費の支出について
32,019

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
321,272

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
1,082,485

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
54,540

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
316,608

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
157,149

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
171,842

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　トナー外25点の購入経費の支出について
45,741

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　トナー外25点の購入経費の支出について
2,786

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務所事務用　トナー外25点の購入経費の支出について
62

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年８月支給決定分の支出について
45,309

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　城東区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
102,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
7,074

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
7,220

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
3,880

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
4,260

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
302,159

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修）の支出について
3,996

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
212,960

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
1,490

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
1,010

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
2,870

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
835

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
5,328

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（８月分）
4,445

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
758,030

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 城東区高齢者福祉月間事業にかかる記念品（バスタオル）の購入経費の支出について
51,840

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
242,656

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費）の支出について
1,415

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
395,914

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
550

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
788,928

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
417,874

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
748

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
348

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
430

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
656

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年８月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年８月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,380

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
23,158

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
13,826

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
164

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年月８月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
628,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
28,987
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城東区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（８月分）の支出について
4,023

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（８月分）の支出について
15,183

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
280,710

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
221,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
155,080

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（８月分）の支出について
7,628

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 在宅医療･介護連携推進事業にかかる会場使用料の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
1,680

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
34,329

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
27,880

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
24,754

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
7,566

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
738

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成27年8月分)
71,108

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の支出について(平成27年8月分)
332,266

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
33,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
18,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
79,740

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
180,385

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
3,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
627,428

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
57,055

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年8月分）
679

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
17,893

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
26,874

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
110,621

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
11,512

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
7,586

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年8月分）
184

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
381,042

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（平成２７年９月分）
2,493,340

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
202,478

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
615,665

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
263,933

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成27年8月分）
3,819

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成27年8月分）
36,958

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年度９月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
163,690

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年９月  ２回目分）
70,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
6,546

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２７年８月分　就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
15,684

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（８月分）
9,666

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健業務用平成27年8月分出張旅費の支出について
6,124

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
22,177

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
3,632
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城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
277,295

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
19,971

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
8,993

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
1,200

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度城東区高齢者食事サービス事業の支出について（2回目／全3回）
1,496,285

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,591,650

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年8月分）
4,769

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年8月分）
30,181

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
287,118

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
369,872

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
21,623

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年8月分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,522,900

城東区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
234,000

鶴見区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用電動シャッター保守点検業務にかかる経費の支出について
46,440

鶴見区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課６～７月分）
46,810

鶴見区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,724

鶴見区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課６～７月分）
600

鶴見区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用（区役所各事業用）定期刊行物の購入にかかる経費の支出について
12,960

鶴見区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入にかかる経費の支出について（８月分）
9,720

鶴見区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン一式借入（再リース分）にかかる経費の支出について（８月分）
16,092

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（８月分）
82,228

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（８月分）
906

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（８月分）
686

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費の支出について（８月分）
21,562

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
9,315

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務の経費に係る支出について（８月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（８月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用AED（自動体外除細動器）セット一式長期継続借入にかかる経費の支出について（８月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（８月分）
49,614

鶴見区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用相談室レイアウト変更業務に係る経費の支出について
592,380

鶴見区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用後納郵便料の支出について（８月分）
54,805

鶴見区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（８月分）
738

鶴見区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（８月分）
7,544

鶴見区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成27年度鶴見区福祉バス運行業務委託経費（8月分：5回目/12回）の支出について
1,079,955

鶴見区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第1回全体会）
38,637

鶴見区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第１回第1・第2・第3部会）
85,860

鶴見区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議会議録調製業務に係る経費の支出について（第2回第3部会）
25,758

鶴見区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用庁内回線電話使用料の支出について（９月請求分）
16,202

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 発達障がいサポート事業におけるサポーター活動保険の加入経費の支出について
80

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業におけるサポーター活動保険の加入経費の支出について
1,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業用「青少年カーニバル」における消耗品（ラミネートバック外４点）に係る経費の支出について
20,790

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度生涯学習推進員研修会にかかる講師謝礼金の支出について
7,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用腕章購入経費の支出について
97,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（４月～９月分）
172,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見区青少年育成事業、世界にはばたく人材の育成事業用（異文化交流）における物品にかかる経費の支出について
7,538

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校選択制学校案内作成の委託業務における支出について
527,040
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（青少年育成）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
666

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全対策事業にかかる啓発物品購入経費の支出について
166,320

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域活動協議会支援事業に係る地域広報紙集の制作及び同経費の支出について
77,760

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制希望調査票送付用）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
251,849

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制希望調査票回収用）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
485

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（安全パトロール業務）にかかる啓発物品の制作および所要経費の支出について
64,800

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（人権・生涯学習）事務用後納郵便料の支出について(8月分）
3,444

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（人権・生涯学習）事務用後納郵便料の支出について(8月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用丸うちわ・リーフレット購入経費の支出について
32,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防犯事業用丸うちわ・リーフレット購入経費の支出について
17,496

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
470

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
69

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
4,791

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
2,038

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
221

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年8月分）
2,352

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成27年８月分）
5,695

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
410

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２７年度青少年健全育成事業用「青少年カーニバル」における参加者レクレーション保険加入に係る経費の支出について
10,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年9月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年9月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の９月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の９月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（７月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
950,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,629,171

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
505,681

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
30,296

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（７月分）
86,816

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
390

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２７年９月２５日払）
489,355

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（８月分）
79,004

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（８月分）
1,380

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（８月分）
11,986

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（８月分）の支出について
15,592

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料の支出について（９月分）
1,213

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
11,148

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
77,948

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
36,309

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
84,722

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　管理）
355,160

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
87,735

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（８月分　保険）
67,441

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年度6月～7月分）
299,358

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費・校外学習費の支出について（平成27年6～7月分）
344,789

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・校外活動費の支出について（平成27年1学期分）
71,888

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
34,666
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
120,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
193,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　９月分）の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　９月分）の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
43,794

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
133,674

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
11,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
98,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（４～７月分）
59,806

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
358,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年度7月分）
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
235,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年6～7月分）
23,927

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
61,992

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護保険認定審査会委員連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（平成27年４月２日開催分）
614,656

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 鶴見区介護認定審査会委員連絡協議会費用弁償の支出について（平成27年4月2日開催分）
7,140

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
300,414

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
122,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（４～７月分）の支出について
780

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（４～７月分）の支出について
1,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,091

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
254,729

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
173,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
16,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
17,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（４～７月分）の支出について
860

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（４～７月分）の支出について
3,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（9月4日支払）
86,810

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（４～７月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成27年5月分）
85,343

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費・校外学習費の支出について（平成27年7月分）
196,170

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
25,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成27年７月請求分）
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 成年後見市長審判請求にかかる手続費用求償の過誤納還付金の支出について
3,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
816,502

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる引越料の支出について
297,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（9月10日支払）
126,575

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 子育て支援事務及び自立支援事業等にかかる出張旅費（７月分）の支出について
390

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
267,669

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
71,096

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
92,069

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 子育て支援事務及び自立支援事業等にかかる出張旅費（７月分）の支出について
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
23,320
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
7,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
22,991

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務及び自立支援事業等にかかる出張旅費（７月分）の支出について
330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（9月分）
78,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用「第8回　食育フェスタ」の消耗品にかかる経費の支出について
39,744

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
82,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
109,809

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
300,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
4,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「すこやか大阪２１」の啓発用ビラの作成にかかる経費の支出について
10,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支払いについて
225,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
19,492

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障害者(児)住宅改修費給付事業にかかる住宅改修費給付補助金の支出について
498,873

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
44,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（8月分）の支出について
9,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２７年度８月分)
323,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度8月分)
480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
4,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
12,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
8,488

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
13,141

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
43,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（７月分）
11,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
261,416

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
55,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（７月分）
11,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
5,659

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
7,507

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「食　育」の啓発用ビラの作成にかかる経費の支出について
5,292

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度8月分)
1,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度8月分)
4,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
11,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
136

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
660

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師謝礼の支払いについて（8月19日実施分）
9,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
8,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度8月分)
10,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター事業用「第8回　食育フェスタ」ポスター・チラシ印刷業務にかかる経費の支出について
58,644

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 10月分生活保護費の支出について
8,916,733

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 10月分生活保護費の支出について
5,028,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 10月分生活保護費の支出について
212,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 10月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 10月分生活保護費の支出について
389,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　９月分の支出について
855,400
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
941,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度8月分)
484

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度8月分)
2,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度8月分)
1,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度8月分)
3,643

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
887,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度8月分)
28,251

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用８月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用８月分コピー料金の支出について
1,537

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用８月分コピー料金の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業にかかる８月分コピー料金の支出について
299

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（8月分）
4,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
208

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
110

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
514

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
1,867

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
3,798

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,910

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（9月29日支払）
151,485

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護保険認定審査会委員連絡協議会にかかる委員報酬の再支出について（平成27年4月2日開催分）
18,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
2,398

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者支援事務用に係る後納料金（受取人払）郵便料（8月分）の支出について
1,843

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
18,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
2,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
1,394

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
7,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
4,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
468,574

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
984

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
2,183

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
2,624

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 8月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
42,133

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 8月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
237,227

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（平成27年4、7～8月分、4、7月追加分）
254,943

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成27年8月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
74,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
380,736

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について
123,907

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２７年度８月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
5,650

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
4,682

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
502

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
86,353

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
11,326
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
146,221

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２７年度８月分)
293,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
1,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（8月分）
5,748

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（8月分）
2,128

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（8月分）
5,122

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（8月分）
1,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
22,884

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
25,677

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
19,008

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
3,216

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（8月分）
3,891

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
17,970

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（ひまわり会）にかかる講師謝礼の支払いについて
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（8月分）
496

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
980

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（８月分）の支出について
2,112

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用消耗品（マグネットバー外７点）の購入経費の支出について
99,921

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用鶴見区役所広報板広告プレートの作製及び設置業務にかかる経費の支出について
134,676

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見魅力創造事業『つるみワールドフェスタ』にかかるボランティア費用弁償（交通費）の支出について
27,060

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 魅力創造事業用「つるみワールドフェスタ」ポスター・チラシの印刷及び同経費の支出について
58,320

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（９月号分）
290,736

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷にかかる経費支出について（９月号分）
502,939

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
48,165

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,158

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事務用コピー代金（８月分）の支出について
2,698

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用コピー代金（８月分）の支出について
470

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）点字版製作業務委託にかかる経費支出について（９月号分）
65,661

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見魅力創造事業『鶴見　光の花桟敷２０１５』企画・運営業務委託にかかるプロポーザル選定委員謝礼金の支出について
11,960

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,060

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見魅力創造事業『鶴見　光の花桟敷２０１５』企画・運営業務委託にかかるプロポーザル選定委員費用弁償（交通費）の支出について
560

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年４月号～平成28年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費支出について（９月号分）
412,552

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（８月分）
1,185,268

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
24,192

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）②
7,452

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）②
583

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）②
3,580

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）②
7,324

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（８月分）②
512

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守にかかる費用の支出について（第２四半期）
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（８月分）
9,720

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（８月分）
438,926

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用後納郵便料の支出について(平成27年8月分)
1,366

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用後納郵便料の支出について(平成27年8月分)
9,108

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２７年１０月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（８月分）
163,179

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（８月分）
78,018

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
253,800
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阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用枯れ木撤去業務委託にかかる費用の支出について
59,400

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（８月分）
24,267

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（８月分）
14,337

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成25年度契約分）平成27年8月分
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年８月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査業務用電話回線移設等業務にかかる経費の支出について
48,600

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度契約分）平成27年８月分
2,028

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第1回阿倍野区区政会議（コミュニティ部会）における有識者招へいにかかる報償金の支出について
14,177

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第2回阿倍野区区政会議（安全・安心・健康づくり部会）における有識者招へいにかかる報償金の支出について
14,157

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 阿倍野区区政会議公募委員選考にかかる報償金の支出について
22,180

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
30,940

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用区役所会議室１・２空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
156,600

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用庁舎設備修繕業務にかかる経費の支出について
14,580

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用阿倍野区保健福祉センター医長室の空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
200,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 阿倍野区役所庁舎設備修繕にかかる経費の支出について
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（８月分）
81,743

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口対応等に係る深夜帰宅交通費（９月１１日分）の支出について
5,480

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（８月分）
6,884

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度第１回区政会議（コミュニティ部会）の議事録作成経費の支出について（８月２６日開催分）
39,852

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度第２回区政会議（安全･安心･健康づくり部会）の議事録作成経費の支出について（８月２５日開催分）
39,852

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成２７年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
440

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（８月分）
45,821

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当等用後納郵便料の支出について（８月分）
82

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（８月分）
4,353

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（８月分）
99,936

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
136,800

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（９月分）
1,163,325

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,228

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,818

阿倍野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査調査員事務説明会使用機材搬送に係る交通費の支出について
3,760

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制にかかる学校案内作成業務の経費の支出について
256,608

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校選択制にかかる学校案内作成業務の経費の支出について
163,944

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（７月分）
375,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年8月分2回目)
18,360

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年8月分2回目)
319

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街づくり担当事務用消耗品購入経費の支出について
91,838

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（８月分）水道料金の支出について
1,968

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（８月分）水道料金の支出について
1,186

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり支援事業用腐葉土等の購入にかかる経費の支出について
144,687

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業「平成27年度阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託」にかかる経費の支出について（９月号）
427,205

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（４月～９月分）
158,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２７年８月分）
7,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報事業「阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（９月号）
455,673

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
246

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
2,534

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
1,640

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報事業「阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（９月号）
194,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
388
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阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
4,365

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年８月分）
200,077

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（８月分）
243,180

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区の広報事業用大判インクジェットプリンタ機器（その２）買入にかかる経費の支出について
494,640

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
184

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
7,472

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
164

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外３事業にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
2,624

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙『広報あべの』配付業務委託」にかかる経費の支出について（９月号）
76,757

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　生涯学習ルーム事業にかかる経費の支出について
500,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用消耗品等の購入にかかる経費の支出について
69,635

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
164

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写にかかるコピー代金の支出について（８月分）
8,225

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）電気料金の支出について
4,038

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２７年９月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２７年９月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる９月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる９月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
5,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成27年８月分）
400,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる保険者間調整における療養費の支出について（２７年度９月支払分）
27,356

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
170,929

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険管理）事務用文房具等の購入にかかる経費の支出について
38,270

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民登録・戸籍事務用電子レジスター一式（阿倍野区役所）買入にかかる支出について
384,588

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（27年8月分）の支出について
1,280

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入にかかる経費の支出について
10,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険年金）における市内出張交通費の支出について（8月分）
520

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年９月分）
700,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月分）
177,830

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
5,730

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
161,935

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
468,886

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
165,914

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
230,008

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
117,226

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年8月分）
44,578

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成27年8月分）
3,569,813

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成27年8月分）
286,317

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年９月分）
362,329

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年８月）
75,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年９月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年９月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
67,721

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,139

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
18,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
2,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
159,924

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,200



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
246,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
61,409

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,734

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年８月）
53,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年８月）
105,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,139

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,668

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
277,049

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
7,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
38,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（７月分）
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年８月）
58,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核医療費公費負担事業旅費の支出について（６月分）
1,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２７年７月分）
13,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年８月）
1,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
1,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
32,488

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
33,372

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
7,546

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
23,181

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
57,099

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
8,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
3,948

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
10,688

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
22,522

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
12,276

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健子育て事業等用の物品の購入にかかる経費の支出について
3,851

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業にかかるピアカウンセリング（８月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（８月分）
15,084

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（８月分）
114,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,581

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
231,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
57,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
381,873

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育イベント事業用展示パネルの購入にかかる経費の支出について
13,338

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
569,675

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,426

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
81,733

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,283

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
518,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
126,849
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,758

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
18,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
66,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給業務用　阿倍野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について　(9月分)
54,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
213

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
276

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
5,691

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
2,568

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年４月分③）の支出について
2,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
5,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年８月分）
1,162

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（7月分）の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの居場所づくり事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（８月分）
114,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（８月分）
14,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（８月分）
252,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（８月分）
5,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業における市内出張交通費の支出について（７月分）
2,810

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料（9月19日実施分）の経費の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度福祉事務関係新任職員研修にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
13,274

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
61,873

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,904

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
35,841

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,264

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
96,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
142,288

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,404

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
37,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
58,552

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,834

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核医療費公費負担事業旅費の支出について（８月分）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（８月分）
3,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（７月分）
3,340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
4,654
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
86,598

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
15,734

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
922

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（８月分）
303,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
1,345

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費（平成２７年７月分）の支出について
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年９月支払分）
1,132,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年８月３日受付平成27年２月、３月利用分）
1,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について（平成27年８月３日受付平成27年２月、３月利用分）
7,468

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２７年９月支払分）
195,657

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
145,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年８月）
10,614

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１０月定例・随時払分）
28,300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
297,035

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１０月定例・随時払分）
15,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１０月定例・随時払分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
84,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１０月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１０月定例・随時払分）
700,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２７年９月支払分）
463,788

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成27年度寡婦福祉貸付金（第2四半期）の支出について
108,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第２９回アベノ健康展における周知用ポスターの印刷にかかる経費の支出について
16,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
19,052

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
28,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
71,965

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
90,036

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
531,170

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年度　地域健康講座（キラキラママの元気講座）の講師報償金の支出について
18,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
93,461

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金（受取人払い）の支出について（８月分）
37,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度子育て支援事業にかかる子育てミニニュースの印刷経費の支出について（９月号分）
21,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分①）
6,412

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分②）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分②）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年８月分②）
1,349

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２７年９月支払分）
57,784

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２７年９月分）
1,495,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（８月分）
4,717

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分①）
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,186

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分①）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
264,634

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
73,138

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
704

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
666
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,312

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,272

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,752

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分①）
92

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
20,062

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（8月分）
1,676

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２７年１０月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第3四半期分）
906,061

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員・児童委員費用弁償金（第２四半期分）の支出について
1,171,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
1,919

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
53,186

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
20,848

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
7,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の要保護世帯向け不動産担保型生活資金利用に関する登記費用にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
68,607

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
216,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（８月１８日実施分）
31,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
11,431

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度民生委員・児童委員費用弁償金（第２四半期分）の支出について
1,125,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（８月分）
950

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２７年９月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）平成２７年９月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　９月分）
58,402

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年度８月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年度８月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,355,930

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　９月分）
198,236

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　９月分）
171,142

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 住之江区学校選択制実施にかかる学校案内冊子の作成業務委託料の支出について
599,400

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 住之江区学校選択制実施にかかる学校案内冊子の作成業務委託料の支出について
153,360

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
8,404

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
28,625

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
41,826

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（8月分）
580,389

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
212,036

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
65,331

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
67,494

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
122,861

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）プリンター用トナーカートリッジ購入費の支出について
267,300

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年度８月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
600,000
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住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年度８月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
123,880

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　９月分）
69,419

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
8,661

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,080

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
3,712

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる療養費（一般分）の支出について
683,889

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託に伴う経費の支出について（平成２７年８月分）
2,826,408

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口受付用パウチ購入費の支出について
97,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用住宅地図（平成２７年度版住之江区）購入費の支出について
12,636

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（8月分）
11,823

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（９月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（９月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（９月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（９月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年9月登録分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年9月登録分）
1,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の給付について（代理受領方式）
500,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,549,828

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 栄養指導用タペストリー（壁掛け式教材）の購入にかかる経費の支出について
56,376

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
49,572

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システム用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
16,524

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住之江区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成27年9月支給分）
108,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支払いについて（Ｈ２２－Ｎｏ．３０　平成２６年４月１日～平成２７年２月２８日分）
198,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
394,906

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
571,579

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
273,673

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
44,165

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
5,676

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
12,064

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
1,271

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
1,640

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
7,722

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
394

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
8,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
2,460

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（８月分）
203

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
174

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
164

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
2,497

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
1,558

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
984

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
2,214

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
2,626

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
23,108

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
116,126

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
23,000
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
2,542

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年８月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（８月分）
1,005

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年9月登録　住之江中学校）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年9月登録　住之江中学校）
1,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
2,960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
5,310

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
4,320

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
1,970

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
1,650

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
122,715

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
147,060

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
2,750

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（８月分）
16,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（９月分）
1,538,790

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用テクノタッチデータ印等事務用品の購入代金の支出について
76,572

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
4,900

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
5,179

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
1,820

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
3,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
1,710

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
6,350

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
1,550

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（８月分）
4,783

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
1,340

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
2,880

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
1,940

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
6,717

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
2,940

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
1,274,191

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
702,339

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（８月分）
74,670

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
266,572

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
39,264

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年度乳幼児健診等報償金の支出について（８月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年度乳幼児健診等報償金の支出について（８月分）（分館）
341,840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（8月分）
5,788

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年７月～８月分）
1,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
736

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区民ホール　スクリーン滑車補修業務にかかる経費の支出について
39,960

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２７年７月分）にかかる支出について
5,130

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立住之江会館管理運営業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
5,133,489

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生の英語力向上支援事業用参考図書の購入にかかる支出について(住之江中学校、南港北中学校分）
12,895

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成27年8月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
43,707

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（７月分）
4,037

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小学生の学習意欲向上事業にかかる検定料の支出について（南港渚、敷津浦、北粉浜、粉浜、平林）
361,375

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年8月号）の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について
463,347



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（７月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用　色画用紙（緑色）外２点および生涯学習推進事業用　USBメモリ外２点の購入代金の支出について
713

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（７月分）
984

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
76,324

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用トナーカートリッジの購入代金の支出について
51,732

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（７月分）
32,283

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用　色画用紙（緑色）外２点および生涯学習推進事業用　USBメモリ外２点の購入代金の支出について
8,013

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
6,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
756

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
1,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
432

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 来庁者サービス用コインコピー機にかかるトナーキットの購入にかかる経費の支出について
27,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
14,256

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出について（日常8月、定期8月分）
36,180

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルーム事業７月実施分講師謝礼金の支出について
4,490

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について
3,066,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度青少年福祉委員活動交付金の支出について
125,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入に伴う経費の支出について（８月分）
2,028

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中学生の英語力向上支援事業用参考図書の購入にかかる支出について（真住中学校分）
9,903

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（４～９月分）
183,483

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館授乳室用物品の購入代金の支出について
248,940

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
2,454

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託料の支出について（8月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬及び処理業務（概算契約）にかかる支出について（8月分）
14,212

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直用寝具の借入料の支出について（8月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の賃貸借料の支出について（8月分）
5,076

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター分館授乳室用物品の購入代金の支出について
150,660

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度青少年指導員活動交付金の支出について
3,095,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年８月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
522

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（８月分）の支出について
8,448

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（１０月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 市民協働スペース「きずなステーション」管理運営業務にかかる第2回委託事業者選定委員報酬の支出について
48,759

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区南港ポートタウンサービスコーナー用ブラインドの買入にかかる経費の支出について
280,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業用花の種等消耗品の購入経費の支出について
214,812

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（８月分）
5,190

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（８月分）
20,787

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 住之江区福祉バス運行業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
882,835

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（８月分）
19,973

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（８月分）
42,428

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（８月分）
832

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年9月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
309,468

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（８月分）の支出について
163,100

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（８月分）の支出について
276,957

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（８月分）の支出について
4,076

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（８月分）の支出について
492
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住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（８月分）の支出について
410

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年9月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
129,600

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（８月分）の支出について
63,902

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区区政会議公募委員選考委員会委員への報償金の支出について
79,788

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用および選挙用の事務用品（蛍光マーカー他）の購入代金の支出について
65,934

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２７年８月分）にかかる支出について
5,130

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＮＴＴ）の支払について（８月分）
20,202

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（２７年８月分）の支出について
49,599

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる支出について（８月分）
194,261

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託料の支出について（８月分）
337,619

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内サービス事業運営業務委託料の支出について（８月分）
575,137

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（８月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入代金の支出について
302,400

住之江区役所 政策推進室 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用および選挙用の事務用品（蛍光マーカー他）の購入代金の支出について
9,039

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
20,410

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
26,680

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
35,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
51,092

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品（生活保護システム用トナー）の購入経費の支出について
43,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
300,200

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
285,911

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護給付費の支出について
1,001,270

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
101,740

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,090,806

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
197,089

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
312,378

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分代の支出について
21,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
126,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
220,192

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
277,086

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
57,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
366,336

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年５月２６日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
151,369

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
15,400

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
188,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
335,585

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
18,717

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
23,746

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
33,720

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
810,704

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
141,827

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
760

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
299,484

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,770

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
84,860

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
11,140

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
760
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住之江区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
357,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
18,100

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（８月分）
136,981

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（８月分）
318,914

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（８月分）
6,165

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（10月払い分）
30,188,369

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（10月払い分）
18,289,202

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（10月払い分）
918,120

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（10月払い分）
800,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（10月払い分）
1,006,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,358,625

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
167,833

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について
1,297,375

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２７年７月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
31,614

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
386,752

住之江区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
115,250

住吉区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域見守り相談室用事務机外2点にかかる経費の支出について
80,568

住吉区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電動パンチ外１０点の購入及び同経費の支出について
185,760

住吉区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域見守り相談室用事務机外2点にかかる経費の支出について
89,856

住吉区役所 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用PC画面拡大ソフトの買入にかかる経費の支出について
58,104

住吉区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（運転手　２回目）
112,500

住吉区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（８月分）
4,160

住吉区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（８月分）
3,039

住吉区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理用住民情報課釣銭機システムの修繕及び同経費の支出について
90,720

住吉区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（８月分）
10,230

住吉区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（８月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用小口支払基金の繰入について（８月分）
3,497

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（８月分）
274,582

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（８月分）
140,336

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入にかかる経費の支出について(８月分)
5,978

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分)
13,107

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(８月分)
43,269

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
574

住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
7,744

住吉区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所外壁コンセント（3か所）設置業務にかかる経費の支出について
132,192

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（７月分）
31,080

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(８月分)
21,413

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について(８月分)
13,608

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について(８月分)
48,492

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(８月分)
58,832

住吉区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　住吉区区政会議及び住吉区専門会議公募委員選考に係る選定委員会委員報償金の支出について
14,098

住吉区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について（８月分）
16,180

住吉区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（８月分）
4,029

住吉区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）経費の支出について(８月分)
265,500



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

住吉区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（８月分）
27,067

住吉区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(８月分)
588,587

住吉区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(８月分)
5,413

住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　住吉区区政会議及び住吉区専門会議公募委員選考に係る選定委員会委員報償金の支出について
13,298

住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（８月分）
3,814

住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用(代表電話分)電話料金の支出について（８月分）
16,215

住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度７～８月開催各種会議にかかる会議録作成業務の実施にかかる経費の支出について
261,630

住吉区役所 地域課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　防犯・交通安全教室用のり付きパネル外３点の購入にかかる経費の支出について
59,032

住吉区役所 地域課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　啓発ポスター掲示用「両面ハトメ」購入にかかる経費の支出について
42,444

住吉区役所 地域課 平成27年09月11日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務にかかる各種防犯啓発物品「ストラップ付きホイッスル」購入にかかる経費の支出について
59,400

住吉区役所 地域課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（８月分）
1,075

住吉区役所 地域課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（８月分）
4,997

住吉区役所 地域課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　培養土　外１４点の買入及び同経費の支出について
40,392

住吉区役所 地域課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（８月分）
8,804

住吉区役所 地域課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（８月分）
1,880

住吉区役所 地域課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（８月分）
3,011

住吉区役所 地域課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（８月分）
413,128

住吉区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　防犯カメラ設置にかかる電気代の支出について（８月分）
25,863

住吉区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（８月分）
63,766

住吉区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（８月分）
5,771

住吉区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（８月分）
63,053

住吉区役所 地域課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（８月分）
1,620

住吉区役所 地域課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（８月分）
8,940

住吉区役所 住民情報課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（ＯＡラベル外３点）の購入にかかる経費の支出について
24,872

住吉区役所 住民情報課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
132,308

住吉区役所 住民情報課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
7,141

住吉区役所 住民情報課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
11,869

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（９月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（９月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（７月分）
11,454

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,166

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
468,062

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乳児用体重計他２５点の購入及び同経費の支出について
7,538

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乳児用体重計他２５点の購入及び同経費の支出について
28,436

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乳児用体重計他２５点の購入及び同経費の支出について
2,776

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乳児用体重計他２５点の購入及び同経費の支出について
26,276

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 住吉区認定審査会委員連絡協議会にかかる参加委員交通費の支払いについて
1,140

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,700

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,007

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
215,573

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,241,583

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,696

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費の支出について（３）（４）
171,917

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
27,410
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
483,810

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,104

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
79,230

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
308,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
14,588

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
2,750

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
1,120

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
1,660

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
3,610

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
960

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
167,218

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金繰入金の支出について（８月分－２）
838

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金繰入金の支出について（８月分－２）
2,754

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金繰入金の支出について（８月分－２）
2,730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
20,495

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
107,370

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,484

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,030

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
47,884

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（9月分）
108,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年度８月支給決定分）
1,028,263

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
18,856

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
500,948

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,384

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,930

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年８月支給決定分）
171,198

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年８月支給決定分）
290,799

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年８月支給決定分）
45,425

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ生活プロジェクト事業「ひろげよう介護予防！いきいき百歳体操のススメ！」にかかる講師報償金の支出について
14,440

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２７年８月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年８月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２７年８月分）
38,260

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２７年８月分）
603,340

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（７月請求分）の支出について
4,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
18,400



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 住吉区認定審査会委員連絡協議会にかかる参加委員報酬の支払いについて
595,448

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費の支出について（ゴム印等）
2,035

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費の支出について（つづりひも等）
4,990

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
430

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
10,333

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
3,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
10,018

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
19,486

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
15,996

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
8,312

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
511,380

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
201,341

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,895

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
16,756

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
149,848

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
26,737

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
2,687

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
2,248

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
56,456

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（９月分）
3,391,610

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費の支出について（つづりひも等）
12,495

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
8,994

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
7,153

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
1,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（８月分）小口支払基金の繰入について
3,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
99,722

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
266

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
2,265

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
410

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
34,201

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
574

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
584

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
902

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
3,356

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
27,217

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
2,668

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（８月分）
18,784

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
5,108

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
1,092

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
2,214

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
1,430

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
480,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
37,033

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,002

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,930

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
171,254

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
60,104

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
16,707

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度住吉区子ども・若者育成支援事業にかかる経費の支出について（第３回中間払い）
990,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年度９月支給決定分）
1,470,135

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
214,753

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
153,304

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
14,724

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて（８月分）
10,434

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
203,940

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
183,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
153,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
126,000

住吉区役所 企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（概算契約）の支出について（8月号）
702,993

住吉区役所 企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（9月号）
367,804

住吉区役所 企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（9月号）
78,840

住吉区役所 企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（9月号）
153,900

住吉区役所 企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画課8月分小口支払基金の繰入れについて（アイデア募集事業）
18,000

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度地域教育推進事業講師謝礼（交通費含む）の支出について（徳育講座第２回目）
11,280

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉カルチャーとアートの活動推進事業平成27年度住吉あらかると・すみよしコンサート業務委託業者選定委員に対する報償金および交通費の支出について
41,814

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 住吉区学校案内（小・中学校共通）冊子の作成業務にかかる所要経費の支出について
736,020

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育文化課事務用（学校図書室活性化事業）小口支払基金の繰入について（８月分）
3,600

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 学校選択制事業用小口支払基金の繰入について（８月分）
1,230

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（４月～９月分）
220,800

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事務用　市内出張交通費の支出について（8月分）
5,580

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（墨江幼稚園PTA）
14,200

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（８月分）
472,827

住吉区役所 教育文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（８月分）
483,050

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（９月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（９月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（９月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（９月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（７月分）
10,991

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
671,961

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用伸縮式ファイル外８点買入にかかる経費の支出について
59,818

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用伸縮式ファイル外８点買入にかかる経費の支出について
4,500

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用伸縮式ファイル外８点買入にかかる経費の支出について
8,700

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（８月支給決定分）
698,561

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
235,234

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（９月支給決定分）
400,000
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住吉区役所 保険年金課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（９月支給決定分）
206,180

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（９月支給決定分　２回目）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(８月分)の支出について
8,949

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（８月分・後納）
7,840

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(８月分)の支出について
132,221

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（８月分・受払）
74,846

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（８月分・後納）
718,565

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(８月分)の支出について
162,886

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(８月分)の支出について
255,877

住吉区役所 保険年金課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(８月分)の支出について
17,386

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
123,481

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
20,136

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
69,006

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
110,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
181,656

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
31,516

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
35,130

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
30,710

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
211,710

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
62,377

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
97,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
87,550

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
59,900

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
89,060

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
229,270

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
9,310

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
43,400

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
162,653

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
281,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売）の支出について
13,996

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売）の支出について
4,563

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
392,140

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
166,785

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売）の支出について
106,548

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
58,470

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
332,439

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
230,532

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
81,538

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
67,940

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
62,080

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
37,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
116,910

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
108,570

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
97,044

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
174,019
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住吉区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,070

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
139,320

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
160,129

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
85,456

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
157,500

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
106,859

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
229,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（８月分）
216

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
284,580

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
104,683

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
69,448

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
50,560

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
222,360

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年８月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
135,549

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
37,663

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
281,664

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
10,995

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,950

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
43,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
116,225

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
308,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
2,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
11,045

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
55,590

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
78,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
296,463

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
29,927

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
19,680

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
220,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
18,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
208,753

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
57,140

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
63,789

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
246,550

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
272,686

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
136,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
52,222

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年４～７月分)
113,504

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年８月分)
76,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年６、７、８月分)
223,756

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
6,690

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
79,010
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住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
87,210

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
1,196

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
410

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（8月分）
34,862

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（８月分）
819,509

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
118,461

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
123,928

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
18,570

住吉区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
218,620

東住吉区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分後期）
5,905

東住吉区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分後期）
34,800

東住吉区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分後期）
7,900

東住吉区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（７月分）
195,806

東住吉区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度人権問題研修（矢田地区新転任同和研修）の実施にかかる手話通訳料の支出について
15,000

東住吉区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分　後納郵便料の支出について（総務課）
524

東住吉区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分　後納郵便料の支出について（総務課）
62,000

東住吉区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,062

東住吉区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,626

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年8月分通信料金の支出について（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（8月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（8月分）
195,806

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
238,471

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
189,812

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
141,928

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
132,890

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
191,897

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
186,706

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
186,982

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
137,249

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
148,604

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
194,446

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
337,986

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
270,175

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
194,122

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年8月分）
32,113

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
204,320

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
167,422

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
248,447

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
374,353

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
453,785

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
228,884

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（8月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（8月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
257,160

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
180,726

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
230,368

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
262,491
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東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年8月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年8月分）
181,700

東住吉区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年8月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
12,258

東住吉区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
2,000

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 クリヤーホルダーほか35点の購入経費の支出について
239,922

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ＲＩＳＯマスターほか１点購入経費の支出について
36,072

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　Duploロールマスターほか１点購入経費の支出について
63,720

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年８月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,695

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（8月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（８月分）
43,389

東住吉区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年８月分電話料金の支出について（光回線）
330,953

東住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年８月分電話料金の支出について（市内通話料）
25,643

東住吉区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用大判プリンター買入にかかる経費の支出について
267,840

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　９月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　９月分支払資金（歳出マル退）
3,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
914,490

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
578,974

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用の切手購入にかかる経費の支出について（平成２７年度第２四半期分）
48,400

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
15,818

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
330,636

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務費用クリヤーホルダーほか３５点買入にかかる購入経費の支出について
5,702
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
110,312

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
97

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
10,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,522

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
8,245

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,370

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,940

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
57,300

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
52,177

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
1,205,857

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険退職療養費の支出について
46,065

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
11,506

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
46,376

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分前期）
18,835

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
866

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
29,415

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
38,024

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
70,836

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
471,389

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
109,758

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
216,100

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年８月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
75,010

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報事務用大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の経費の支出について（平成27年度8月分）
2,633,999

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報事務用大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の経費の支出について（平成27年度8月分）
302,282

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
519,974

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年6月～平成28年3月）（8月分）
99,982

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
220,644

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東住吉ゆめ応援プロジェクト（中学生海外派遣事業・小学生英語交流事業）用平成27年度　イングリッシュ・プレゼンテーションにかかる行事保険料の支出について
1,260

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東住吉ゆめ応援プロジェクト（中学生海外派遣事業・小学生英語交流事業）用平成27年度　イングリッシュ・プレゼンテーションにかかる行事保険料の支出について
210

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広聴広報事業用　東住吉区の広報紙（平成２７年５月号～平成２８年４月号）概算印刷にかかる印刷経費の支出について（8月分）
419,839

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分後納郵便料の支出について
820

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分後納郵便料の支出について
492

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分後納郵便料の支出について
250

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分後納郵便料の支出について
2,747

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分後納郵便料の支出について
1,532

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
3,312

東住吉区役所 政策推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
534,211

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（平成27年9月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（平成27年9月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
25,707

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
11,210

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市東住吉区地域福祉活動推進事業事業者選定にかかる選定委員会の報酬の支払いについて
49,619

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 東住吉区における大阪市地域福祉活動推進事業にかかる事業者選定会議における報酬の支払いについて
50,759
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度東住吉区「みんなの健康展」周知用チラシ等印刷にかかる経費の支出について
75,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度８月分　小口支払基金の繰入について
10,854

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年度８月分　小口支払基金の繰入について
21,384

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２７年度８月分　小口支払基金の繰入について
400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,433,876

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
513,871

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２７年度８月分　小口支払基金の繰入について
3,546

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
469,760

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
46,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
14,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年７月）
3,918

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
207

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
207

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,432

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,876

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,782

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
300,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年７月）
1,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年７月）
1,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,024

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（９月分）
48,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
132,278

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,516

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
53,972

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
53,972

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
41,406

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
728,045

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
193,565

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
94,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
183,232

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,032,646

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
29,763

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
468,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,327

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
161,292

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
524,260
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分（3/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,482

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分（5/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,626

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
129,253

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分（2/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
8,245

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分（1/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
11,476

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分（4/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
18,868

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区地域自立支援協議会主催東住吉区障がい者フェスティバルに係る講師料の支出について
23,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
201

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東住吉区地域自立支援協議会主催東住吉区障がい者フェスティバルに係る筆耕翻訳料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
1,888

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年８月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
99,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年８月分歯科相談にかかる報償金の支出について
31,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
22,386

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
820

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２７年８月分の支出について
9,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
6,423

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
492

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
355,570

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
24,018

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健担当後納郵便料の支出について
656

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
33,394

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
11,156

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
36,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,631

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,684

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,846

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,388

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
27,722

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
7,311

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
71,318

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
63,898

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（平成27年9月分）
1,471,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
26,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
90,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯にかかる経費の支出について（第５回中間払い）
2,808

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年度　住居環境健全化支援事業）
2,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
7,180

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
44,800
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
25,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
380,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
13,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
12,324

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
18,486

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
29,805

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
155,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,853

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,676

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
22,453

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,461

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
126,345

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,442

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
49,827

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
71,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
167,673

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害児キャッチ＆フォロープラン事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年8月）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害児キャッチ＆フォロープラン事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年7月）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年7月分）
32,560

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成27年8月分）
17,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成27年7月分）
35,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住居環境健全化支援事業にかかる衛生用品の購入について
24,116

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
124,182

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
135,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
42,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年8月分）
10,320

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（ＬＥＤ投光器他３点）の購入経費の支出について
311,040

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
39,798

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンターの購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
39,420

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分後期）
740

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分後期）
3,450

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分後期）
11,016

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人権啓発推進事業用「社会を明るくする運動『区民のつどい』人権映画会」にかかる手話通訳料の支出について
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
1,800

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる上半期農耕品の購入経費の支出について
363,960

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（テント）の購入経費の支出について
144,720

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（ポータブルトイレテント他２点）の購入経費の支出について
160,110

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（カセットガスストーブ）の購入経費の支出について
266,976

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 地域産業との交流推進事業用第１１回産業交流フェア分担金の支出について
775,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業用防災資機材（ワンタッチトイレ）の購入経費の支出について
317,520

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 クラインガルテン広場事業用クラインガルテン広場「やさいづくり体験塾（秋冬コース）10・11月分」行事保険料の支出について
3,150
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東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 矢田西中学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
14,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度　東住吉区スポーツ推進委員の活動にかかる報酬費の支出について（9月支出分）
235,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（8月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
492

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度8月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業
7,430

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,316

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,040

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
4,867

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
1,800

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（8月分）（生涯学習推進事業）
1,850

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権啓発推進事業用東住吉区人権映画会における映画上映業務委託にかかる経費の支出について
216,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
92

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制事務用平成28年度向け学校案内の作成にかかる印刷及び同所要経費の支出について
401,760

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年8月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
149,832

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課５月分）
9,538

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課７月分）
12,620

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課４月分）
6,070

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課６月分）
9,971

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
14,882

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
2,762

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民企画課事務用消耗品の購入経費の支出について
18,975

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小学校）（青少年健全育成事業）
5,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防犯カメラ設置に伴う事前調査費の支出について
4,158

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
54,897

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
50,186

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年７月分）の支出について
325,888

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
22,680

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
20,660

東住吉区役所 保護課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
187,790

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
1,556

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
40,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２７年５・６月分）
99,200

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
7,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
1,480

東住吉区役所 保護課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
131,993

東住吉区役所 保護課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
81,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（６月分追加分）の支出について
480

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（７月分）の支出について
5,490

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（７月分）の支出について
1,188

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（６月分追加分）の支出について
480

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（７月分）の支出について
1,246

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分後期）
500

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
249,340

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
116,640

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
179,715

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,136
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東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
199,296

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保護課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620

東住吉区役所 保護課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
101,108

東住吉区役所 保護課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
41,740

東住吉区役所 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
375,870

東住吉区役所 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
43,958

東住吉区役所 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
321,570

東住吉区役所 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
190,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,976

東住吉区役所 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
55,040

東住吉区役所 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
23,160

東住吉区役所 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
377,542

東住吉区役所 保護課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
21,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
381,150

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
40,320

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,136

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,470

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
382,320

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
162,097

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
43,644

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
291,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
187,720

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
39,649

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年７月分）の支出について
97,434

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
22,852

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,180

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
11,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
6,720

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
68,340

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
314,489

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,136

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年８月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年８月分後納郵便料の支出について
429,071

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年８月分料金受取人払郵便料の支出について
85,261

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年８月分料金受取人払郵便料の支出について
689

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
204,462

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
129,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
161,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
157,700

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
47,850

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
22,160

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
10,800

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
223,680

東住吉区役所 保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
225,640
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東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分前期）
1,598

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
248,940

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
117,275

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
72,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
91,327

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
40,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
700,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
1,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
13,760

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
2,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年１０月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
250,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620

東住吉区役所 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
244,668

東住吉区役所 保護課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（８月分）
29,941

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
399,600

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
313,360

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
79,294

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
171,031

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年６月分・７月分）の支出について
253,968

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年７月分）の支出について
32,410

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年８月分）の支出について
48,349

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年４月分・５月分）の支出について
189,482

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
43,080

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
22,920

東住吉区役所 保護課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成27年度東住吉区民生委員児童委員協議会費用弁償（第２・四半期）
1,656,825

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　事務用品の購入にかかる経費の支出について
6,501

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
8,892

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
73,660

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
264,276

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
17,000

東住吉区役所 保護課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度東住吉区民生委員児童委員協議会費用弁償（第２・四半期）
1,598,075

平野区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 旅費　普通旅費 大阪市特別区設置についての住民投票にかかる市内出張交通費の再支出について
1,200

平野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（平成27年度8月分）
2,766

平野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について(臨時福祉給付金業務分・平成27年7月分)
1,771

平野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について(平成27年7月分)
246,259

平野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(平成27年7月分)
15,687

平野区役所 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区役所（長吉・瓜破・加美出張所含む）産業廃棄物収集運搬・処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(平成27年7月分)
14,031

平野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯ほか５点の購入及び同経費の支出について
154,440

平野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用品オフィスチェアほか5点の購入および同経費の支出について
177,120
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平野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区民センター資料室内応接セット一式運搬業務にかかる経費の支出について
37,800

平野区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張交通費の再支出について
360

平野区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年8月分)
19,826

平野区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年8月分)
9,590

平野区役所 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター事業にかかるパソコン使用料の支出について（平成27年8月分）
2,028

平野区役所 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について(平成27年7月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
9,504

平野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
85,318

平野区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平野区災害対策用職員住宅什器借入にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
5,219

平野区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
25,920

平野区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
680,581

平野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について(平成27年8月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年8月分）
69,584

平野区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
704,160

平野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年8月分）
5,808

平野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年8月分）
3,370

平野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
6,180

平野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
2,154

平野区役所 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
10,688

平野区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所加美出張所用インバーター関連部品交換作業にかかる所要経費の支出について
384,480

平野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について(平成27年8月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所１階蛍光灯安定器取替業務にかかる所要経費の支出について
34,560

平野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（8月分）
15,390

平野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
44,502

平野区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区役所（長吉・瓜破・加美出張所含む）産業廃棄物収集運搬・処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（文書廃棄時分）
90,704

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）９月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）９月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
36,301

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（９月１０日支払分）
629,282

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ホッチキス針外２０点の購入及び同所要経費の支出について
69,643

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課就学事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（平成27年8月分）
747,432

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
8,067

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
1,539

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（９月２４日支払分）
494,298

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（８月分）
148,411

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年８月受付分）
2,254,010

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（９月２８日支払分）
24,884

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年8月分）
2,810,390

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年8月分）
370,966

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年8月分後納郵便料の支出について
8,794

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年8月分後納郵便料の支出について
244,337

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年8月分後納郵便料の支出について
1,220,241

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,239,919

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年８月受付分）
1,450,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
5,460

平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年8月分後納郵便料の支出について
84,026
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平野区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年8月分後納郵便料の支出について
223,384

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用マーカーコーンにかかる購入経費の支出について
32,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用熱中症対策用お茶にかかる購入経費の支出について
53,460

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米（白米）外１点にかかる購入経費の支出について
26,784

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
390

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
10,463

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用反射ベスト購入経費の支出について
29,808

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
19,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
140

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
19,688

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度　若い世代によるチャレンジを支援する事業にかかる分担金の支出について（長吉東小学校サマーフェスティバル）
300,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用白無地タオル外２点にかかる購入経費の支出について
148,662

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかるジョイントクッションの購入経費の支出について
52,920

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業　ソフトボール大会熱中症対策用お茶他１点の購入にかかる経費の支出について
3,564

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用スチール棚（喜連小学校）にかかる購入経費の支出について
161,460

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進費　クーラーボックスの購入にかかる経費の支出について
6,966

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業用園芸用ノズルほか２点購入経費の支出について
20,844

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進費　ラインカー購入にかかる経費の支出について
17,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 災害に強いまちづくり推進事業用防災リーダー装備服洗濯委託契約にかかる購入経費の支出について
11,880

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
2,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（８月分）
4,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年「小学校教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる経費（委託料）の支出について
3,335,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区人・愛・ふれあいプラザ事業にかかる所要経費の支出について
800,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用キーボックス他２点の購入にかかる経費の支出について
7,700

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度スポーツ推進委員報酬の支出について（４月～９月分）
124,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
12,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成27年度災害に強いまちづくり推進事業用防災サポーターにかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,380

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成27年度防犯サポーター設置事業にかかる市内出張交通費の支出について（8月分）
1,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用救助用工具セット他１点にかかる購入経費の支出について
92,815

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米他３点にかかる購入経費の支出について
74,616

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用吸水土のうにかかる購入経費の支出について
50,673

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 災害に強いまちづくり推進事業用簡易無線設備にかかる購入経費の支出について
10,718

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
3,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
2,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害に強いまちづくり推進事業用簡易無線設備にかかる購入経費の支出について
267,483

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
184

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
2,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
26,450

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
840

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
10,906

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
2,542

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
2,255

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
92

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（８月分）
3,586

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
7,740

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかるカラーペーパーの購入経費の支出について
23,976

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用複写用紙の購入にかかる経費の支出について
23,673
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平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（区役所配備８４台分）
50,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
14,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用ホースリール購入経費の支出について
7,128

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（７月分）
74,055

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
45,126

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
45,283

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
13,875

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№25）
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
2,471,865

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（９月分）
547,913

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
253,603

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
56,816

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（８月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
1,060

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
1,120

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
430

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
21,970

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
3,569

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（27－3）
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年８月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
124,450

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について（第２四半期分）
150,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
126,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
91,935

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,250

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,130

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,050

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
73,810

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
30,235

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区「認知症等に対するサポーターの養成と“ほっと安心ネットワーク”の構築」事業　業務委託にかかる委託料の支出について(第１四半期）
269,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい程度区分認定審査会に係るお茶の購入及び同経費の支出について(平成27年８月第２回～１２月第２回使用分)
4,968

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
250,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張交通費の支出について（8月20日）
8,320

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張交通費の支出について（８月11日）
29,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（９月分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,940

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
215,295

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
102,598
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平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
41,332

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,550

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,308

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,980

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,391,186

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,602,511

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
1,015,988

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（９月分）
476,497

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
499,873

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（９月分）
90,967

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,216

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
77,375

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,568

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
138,024

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,114

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,739

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,450

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区健康まつり広報用ちらし印刷にかかる経費の支出について
35,640

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月７月追加分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月７月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月７月追加分）の支出について
400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉ボランティア養成講座講師料の支出について（8月25日分）
12,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（６月７月追加分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（８月分）
10,011

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
312,278

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
179,881

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
26,629

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
4,412

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,284

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
102,209

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年９月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,574,830

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
574

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
232

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
919

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
328



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,066

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,804

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
21,790

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,080

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務用７月８月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
194

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
35,595

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用８月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
68,321

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度　民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,975,025

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
6,512

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
34,890

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
29,100

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
13,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
2,278

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
23,100

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
26,020

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
99,024

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
25,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第15号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月１日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
19,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
22,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度　民生委員・児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,898,775

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
27,243

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
430

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
37,500

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
116,615

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
72,912

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年８月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
766,410

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
19,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
137,006

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用８月分後納郵便料の支出について
45,075

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
1,810

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（８月分）
59,022

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
423,920

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 「大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業実施要綱」第１３条における支出について（代理受領方式）
560,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（NO.27-7)
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№27-6）
3,240

平野区役所 政策推進課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度一般事務費（政策推進課）にかかる事務用物品（アルカリ乾電池　外２２点）の購入経費の支出について
19,982

平野区役所 政策推進課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成27年７月17日　第１回平野区区政会議　３部会及び全体会）
100,386

平野区役所 政策推進課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度広聴・広報事業に係る平成27年度第１回ひらの区民モニターアンケート集計業務（単価契約）の支出について
71,636

平野区役所 政策推進課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(８月号)
175,575

平野区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(８月号)
682,160

平野区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(８月号)
737,189

平野区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(８月号)
179,820
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平野区役所 政策推進課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市平野区学校案内（小学校・中学校）冊子印刷製本業務にかかる経費の支出について
427,680

平野区役所 政策推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（８月分）
2,426

平野区役所 政策推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（８月分）
1,067

平野区役所 政策推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（８月分）
7,893

平野区役所 政策推進課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（８月分）
33,000

平野区役所 政策推進課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について（平成27年9月29日実施分）
138

平野区役所 政策推進課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について（平成27年9月29日実施分）
800

平野区役所 政策推進課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金の支出について（平成27年8月分）
27,240

平野区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
120,832

平野区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払いについて
46,200

平野区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
16,770

平野区役所 生活支援課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
174,830

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
1,200

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,100

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
191,746

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
210,430

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
165,700

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
194,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
6,910

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
42,340

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
596,900

平野区役所 生活支援課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
237,910

平野区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
253,062

平野区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
14,410

平野区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
979,644

平野区役所 生活支援課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
218,360

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
161,475

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
202,940

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（６月分・７月分）の支払いについて
533,844

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
221,664

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
7,320

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
17,730

平野区役所 生活支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
190,872

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年６月分）
6,730

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
8,640

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
95,847

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
356,320

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
42,787

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
37,314

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
9,200

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
7,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
144,240

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用出産扶助金の支出について
43,500

平野区役所 生活支援課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
80,211

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（４・５・６月分）の支出について
10,200
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平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
34,560

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
51,215

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
15,290

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
31,250

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
255,056

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
75,750

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
66,960

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
35,997

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（８月分）の支払いについて
900

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
180,520

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
175,816

平野区役所 生活支援課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
374,076

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
28,600

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
19,658

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
96,120

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
26,771

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
46,044

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,040

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
11,640

平野区役所 生活支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
266,284

平野区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
200,852

平野区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
276,480

平野区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
7,320

平野区役所 生活支援課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
18,800

平野区役所 生活支援課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
34,380

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
347,258

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
316,700

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校教材代及び校外活動費（９月分）の支払いについて
135,386

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（８月分）の支払いについて
36,170

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
43,710

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
308,670

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
676,050

平野区役所 生活支援課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
219,220

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レターパック及び切手の購入にかかる所要経費の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
40,200

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
75,600

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
359,500

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
23,560

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
2,358

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用住宅扶助金の支出について
30,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,420

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,960

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
10,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
17,040
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平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
30,010

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
39,820

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
190,108

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
14,190

平野区役所 生活支援課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
16,366

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
19,048

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年８月分）
1,013,750

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
65,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
16,210

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
28,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
1,200,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
378,327

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
3,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２７年１０月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
229,800

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（８月分）の支払いについて
50,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校校外活動費（８月分）の支払いについて
76,990

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
15,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
35,070

平野区役所 生活支援課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
78,174

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
74,970

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
5,626

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
135,718

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
55,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
19,648

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
19,608

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
1,680

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
10,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
24,820

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
231,400

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
11,865

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
47,460

平野区役所 生活支援課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
43,710

平野区役所 生活支援課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
182,699

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校教材代及び校外活動費（８月分）の支払いについて
31,062

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（８月分）の支払いについて
150,238

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
25,380

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
19,320

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
8,940

平野区役所 生活支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
184,728

西成区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,438

西成区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,447

西成区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,600

西成区役所 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,388
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西成区役所 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(4月分)
4,200

西成区役所 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用クリアファイルの作成にかかる経費の支出について
241,920

西成区役所 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用出張旅費の支出について(7月分)
3,320

西成区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（７月分）
8,255

西成区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（７月分）
453

西成区役所 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務用切手の購入経費の支出について
2,460

西成区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
151,200

西成区役所 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（８月分）
1,620

西成区役所 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用切手購入経費の支出について
31,400

西成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成27年7月分）
21,080

西成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（７月分）
17,160

西成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成27年7月分）
29,460

西成区役所 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（８月分）
797,935

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２７年５月号～平成２８年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（8月分）
219,866

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月1日折込分）
188,321

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成27年5月号～平成28年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
27,108

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用後納郵便料金の支払について（８月分）
59,097

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
492

西成区役所 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,018

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成27年度西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（８月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成27年度西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（８月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成27年度８月分）
309,550

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（８月分）
334,560

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（８月分）
13,608

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年度８月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（８月分）
3,038

西成区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
7,793

西成区役所 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成27年度８月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成27年10月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（８月分）
2,672,421

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成２７年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（８月分）
85,320

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
78,237

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（８月分）
32,865

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（８月分）
2,629

西成区役所 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査事務用スティックのり外２点の購入経費の支出について
28,080

西成区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（８月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（８月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業用　平成27年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業業務委託にかかる委託料の支出について（7月分）
447,201

西成区役所 市民協働課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 あいりん地域環境整備事業用　防犯カメラ電気使用料の支出について（平成２７年８月分）
16,416

西成区役所 市民協働課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域環境整備事業用　通学路安全確保用防犯カメラ設置にかかる関西電力柱共架料金（平成２７年度分）の支出について
54,432

西成区役所 市民協働課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（４～９月分）
225,600

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,587

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,756

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,406

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,505

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
510

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,756
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西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 地域防災活動事業及び市民局地域安全対策業務等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,300

西成区役所 市民協働課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業用　通学路安全確保用防犯カメラ保守点検及び移設業務経費の支出について
81,000

西成区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（８月分）
2,976

西成区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（８月分）
1,394

西成区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（８月分）
4,199

西成区役所 市民協働課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（８月分）
164

西成区役所 市民協働課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業『山王こどもセンター　社会を知ろう「なぜ　よまわりをするの？」①』講師謝礼金の支出について
4,300

西成区役所 市民協働課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（８月分）
8,354

西成区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（8月分）
1,950

西成区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（8月分）
2,048

西成区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（8月分）
4,779

西成区役所 市民協働課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（8月分）
4,346

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年９月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年９月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
26,600

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
7,236

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
5,897

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年８月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 西成区特定健康診査受診率向上事業用　勧奨用封筒の印刷製本経費の支出について
36,288

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２７年度７月分）
2,652,774

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２７年度７月分）
293,086

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２７年９月１６日支払予定分）
189,278

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年８月支給決定分の支出について
380,136

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年８月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便８月分の支出について
117,122

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便８月分の支出について
4,274

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（８月分）
232,394

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（８月分）
60,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（８月分）
80,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（８月分）
775,911

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２７年９月３０日支払予定分）
125,472

西成区役所 窓口サービス課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（８月分）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
2,268

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
8,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
2,450

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（７月分）
21,684

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,466

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
223,693

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
84,980

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
61,230

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
62,150

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
86,960

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
1,296

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所９月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所９月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月分）
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
62,972
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
4,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
223,612

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
346,866

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について（生活扶助費）
248,110

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
38,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・校外活動費の支出について（教育扶助費）
184,518

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
10,598

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,736,852

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成27年7月分）
11,854

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,091

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
3,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
190,620

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
124,816

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,017

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
42,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
354,242

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく校外活動費の支出について（教育扶助費）
35,171

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
24,354

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費･文書料の支出について（出産扶助費）
21,410

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月03日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
229,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館内ブラインド等設置工事にかかる所要経費の支出について
658,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
45,890

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
200,398

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
247,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
301,650

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,774

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,372

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,463

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,421

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
188,290

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
37,576

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
69,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
106,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
389,675

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
273,145

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
290,501

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
4,450

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
72,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
6,151

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
490,186

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
264,355

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
273,077
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく校外活動費の支出について(教育扶助費）
76,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人等（高齢者）の報酬助成金の支出について
119,348

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンク株式会社　会計室集約払い解除分・ＮＴＴより切り替え分）の支払いについて（８月請求分）
12,195

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,716

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,052

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,775

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
5,055

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,646

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
101,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
347,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
71,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
94,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料・検査料の支出について（医療扶助費）
135,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
313,892

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
90,021

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館ガス使用料の支払いについて（８月請求分）
1,094

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
283,629

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
21,792

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
161,573

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
159,890

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
96,994

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
315,867

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,281

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,478

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
222,778

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
221,133

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
167,169

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
281,304

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
335,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,351

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
23,120

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
241,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,069,450

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,296,068

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成27年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリングにおける出張旅費の支出について
60,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ふせんほか６点購入経費の支出について
21,508

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ふせんほか６点購入経費の支出について
30,569

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月10日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
97,510

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（７月分・大阪府医師会）
433,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
35,873

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
133,864

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
38,640
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
270,971

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,773

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,285

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,667

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
70,926

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
284,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
134,279

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
24,146

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
5,854

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にもとづく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,916

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,128

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,412

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
16,198

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
29,612

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について(医療扶助費）
26,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
65,123

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
40,419

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
16,886

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
7,530

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月11日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　西成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成２７年９月分）
204,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
5,230

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
1,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越金の支出について（平成27年8月）
13,996

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
360

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年４月～７月分）
2,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
1,850

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年４～６月分）の支出について
600

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
960

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館運営用耐火金庫ロックテンキーの買入にかかる所要経費の支出について
31,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
1,180

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
1,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
960

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
10,545

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
18,660

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
900,330

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
32,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
44,854

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
21,504

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
64,608

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
216,860

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
5,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
43,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
226,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
15,400
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,352,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（８月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年8月決定分）
8,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２７年８月分）
292,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
1,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２７年６月・７月分）
1,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
13,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
7,128

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２７年６月・７月分）
6,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２７年６月・７月分）
2,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について（平成２７年６月・７月分）
28,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校選択制における平成２８年度新入学生用　大阪市西成区学校案内印刷にかかる経費の支出について
409,428

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
273,581

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
48,677

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,204,065

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２７年８月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成２７年７月分）
480

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,520

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（８月請求分）
25,194

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（９月請求分）
247,980

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（８月請求分）
50,472

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成27年8月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
496,609

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,961

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
52,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
21,990

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
37,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
218,427

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
273,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
42,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
263,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
249,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
252,228

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
274,255

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,658

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
312,788

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,328

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
48,299

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
4,732

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
17,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助）
91,150

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
388,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
371,263
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
78,230

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,266,670

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
94,953

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
88,619

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務事業にかかる出張旅費の支出について
1,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,912

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１０月分）
168,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,554

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１０月分）
85,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１０月分）
550,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
358,083

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１０月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
233,086

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月24日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１０月分）
2,500,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２７年８月分）
73,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（９月分）の支出について
1,186

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（９月分）の支出について
1,968

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンク株式会社　会計室集約払い解除分）の支払いについて（９月請求分）
93

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年８月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
302,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
41,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
308,375

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成27年度　公益財団法人結核予防会結核研究所保健看護学科研修　保健師・対策推進コース受講に伴う旅費の支出について
33,840

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所９月分賄材料費の支払について
3,758,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（８月分）
400

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成27年8月分）
2,868

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
4,560

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
6,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（８月分）
1,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
12,916

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
6,388

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
5,870

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
594

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
470

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
9,597

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,306

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
21,927

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
386

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
10,138

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
14,043

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
86,397

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
3,134

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,326

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
5,434

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
3,334

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（８月分）
1,343,337
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（８月分）
601,587

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
736

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
10,164

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
45,146

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
872

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
45,340

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
634

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
5,218

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,297

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
640

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
2,744

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年８月分）
39,288

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年８月分）
187,625

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
8,520

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（８月分）
1,530

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
4,230

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
4,104

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（８月分）
6,851

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（８月分）
49,034

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
141,257

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
295,839

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,848

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
213,675

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,852

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
210,772

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
294,655

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
288,167

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
145,789

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
143,389

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
151,790

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
122,603

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,907

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・180日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
179,540

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
57,120

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
99,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
79,740

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について(医療扶助費）
31,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,409,101

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業におけるチラシ作成経費の支出について
36,612

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
2,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
1,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用バスタオル購入経費の支出について
51,354

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
622

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第２四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,336,125
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西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
46,426

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
5,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
235,419

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
996

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
256

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
92

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
1,510

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
8,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
2,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
1,116

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
10,358

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
5,758

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第２四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,267,375

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
740

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
7,882

西成区役所 保健福祉課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
600

市会事務局 総務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　特別旅費 海外出張旅費（大阪・ミラノ姉妹都市提携35周年記念事業大阪市会代表団派遣）の支出について
3,409,860

市会事務局 総務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　特別旅費 海外出張旅費（大阪・ミラノ姉妹都市提携35周年記念事業大阪市会代表団派遣　随行）の支出について
1,074,500

市会事務局 総務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託契約の実施経費の支出について（７月分）
539,892

市会事務局 総務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（７月分）の支出について
15,076

市会事務局 総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用トナーカートリッジ外５点の購入経費の支出について
109,848

市会事務局 総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会議員控室用　什器・備品等運搬移設作業費の支出について
421,200

市会事務局 総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 海外出張（大阪・ミラノ姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる携帯電話借上げ等経費の支出について
78,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 議員控室用カーペット清掃業務経費の支出について
163,224

市会事務局 総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 海外出張（大阪・ミラノ姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる施設入場料等経費の支出について
38,250

市会事務局 総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局用　市会副議長名刺の作成経費の支出について
4,320

市会事務局 総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
53,246

市会事務局 総務担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　戦没者追悼式出席に係る自動車借上げ経費の支出について
22,740

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２７年８月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２７年７月分）の支出について
18,970

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
11,124

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
55,973

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２７年７月分）の支出について
5,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２７年９月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 第６７回全国議事記録議事運営事務研修会参加費の支出について
13,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（８月分）
4,644

市会事務局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（８月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（８月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（８月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,720

市会事務局 総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
55,120

市会事務局 総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　電話機移設工事（議員控室用）の実施経費の支出について
76,464

市会事務局 総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年９月分）（口座振込分）
55,122,420

市会事務局 総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年９月分）（資金前渡受領者口座振込分）
100,200

市会事務局 総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年９月分）（所得税等）
11,959,380
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市会事務局 総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（８月分の支出について）
5,420

市会事務局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（８月分）
28,308

市会事務局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（８月分）（市会図書室）
5,786

市会事務局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（８月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
38,468

市会事務局 総務担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
22,000

市会事務局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 議員海外出張用　記念品（テーブルセンター金色他４点）購入経費の支出について
59,616

市会事務局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用色再生紙の購入経費の支出について
3,132

市会事務局 総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（８月分）の支出について
24,638

市会事務局 議事担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２７年５・６月定例会大阪市会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
59,768

市会事務局 議事担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年５・６月定例会大阪市会本会議の速記による原稿作成業務経費の支出について
112,752

市会事務局 議事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２７年５・６月大阪市会定例会会議録印刷製本経費の支出について
168,019

市会事務局 議事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 建設消防委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設消防委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
162,370

市会事務局 政策調査担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 議員他用　「議員要覧（平成２７年版）」印刷経費の支出について
594,216

市会事務局 政策調査担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 議員他用　平成２７年７月版「大阪市会要覧」 印刷製本費の支出について
398,926

市会事務局 政策調査担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 議員他用　平成２７年７月版「大阪市会要覧（別冊）」印刷製本費の支出について
30,240

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　テーブル外1点購入経費の支出いついて
18,867

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　国際公会計学会への出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
39,282

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（８月分）の支出について
3,459

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（８月分）の支出について
1,754

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（８月分）の支出について
330

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成27年8月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成27年8月分）の支出について
68,538

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（８月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料（平成２７年８月分）の支出について
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ホチキス針購入経費の支出いついて
23,328

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（8月分）の支出について
100,748

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外４件購入経費の支出いついて
165,261

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　自治体職員再論購入経費の支出について
2,376

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（8月分）の支出について
5,367

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（8月分）の支出について
159,198

行政委員会事務局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 一般事務用　平成27年度近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金の支出について
2,000

行政委員会事務局 監査課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方財務実務提要追録の購入にかかる支出について
24,192

行政委員会事務局 監査課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成27年度8月分）
13,824

行政委員会事務局 任用課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　職員（司書）採用試験要綱の印刷にかかる支出について
23,328

行政委員会事務局 任用課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　光熱水費 任用事務用　職員採用試験第1次試験会場の借用にかかる光熱水費の支出について（９月27日分）
12,400

行政委員会事務局 任用課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 任用事務用　大学卒程度社会福祉専門試験に係る報酬の支出について
128,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 任用事務用　職員（事務行政（26-34）・社会人経験者社会福・司書・保育士）採用試験要綱等発送に係るDM便料金の支出について
28,036

行政委員会事務局 任用課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム用機器一式借入契約（長期継続）の使用料の支出（平成27年８月分）について
46,764

行政委員会事務局 調査課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（平成27年８月分）
24,840

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
36,720

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 選挙事務用不在者投票管理経費の支出について
119

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 選挙事務用不在者投票管理経費の支出について
157

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 選挙事務用不在者投票管理経費の支出について
107

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（８月分）
39,275

行政委員会事務局 選挙課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（８月分）
10,584
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行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年09月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発用世論調査業務委託経費の支出について（平成２７年度分）
679,320

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年09月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について（９月３日分）
2,410

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年09月18日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について（９月３日分）
2,410

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　FAXトナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
70,891

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（７月分）
134,892

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 法的リスクに係る法律相談経費の支出について（平成２７年７月２９日実施予定分）
97,200

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 外郭団体指定解除に関する相談に係る弁護士報酬の支払いについて
38,880

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教育こども委員会行政視察への随行及び出張旅費の支出について
38,000

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成２７年４月～６月分）
34,680

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(7月分)
2,960

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(８月分)
3,960

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ケーブルモール外3点の購入の支出について
30,304

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
66,096

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（８月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について(８月分)
252,829

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出ついて（８月分）
655,797

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（８月分）
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について(８月分)
351,810

教育委員会事務局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　実例教務提要外1点の購入経費の支出について
113,292

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 「施設整備業務管理システム」機器・配線移設業務委託経費の支出について
550,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 事務室移転に伴う「施設整備業務管理システム」に係る環境移設・稼働確認業務委託経費の支出について
113,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（８月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川特別支援学校体育館外１棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる経費の支出について
72,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（８月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　教室用机椅子の購入経費の支出について
410,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　教室用机椅子の購入経費の支出について
410,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点購入経費の支出について
1,397,736

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（８月分）の支出について（実施決裁済）
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（８月分）の支出について（実施決裁済）
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　講演台　外９点の購入経費の支出について
721,548

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　講演台　外９点の購入経費の支出について
101,196

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業に伴う仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（８月分）
3,078,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　多目的室視聴覚設備　プロジェクター外８点（その２）の購入経費の支出について
200,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　多目的室視聴覚設備　プロジェクター外８点（その２）の購入経費の支出について
101,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
60,588

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区41校）にかかる経費の支出について（８月分）
141,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
958,071

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（８月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（８月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
1,148,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
589,585

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（８月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
1,084,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
272,443

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
254,956
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
112,182

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
542,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（８月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（８月分）
611,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（８月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（８月分）
38,397

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
31,870

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
40,065

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（８月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（８月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（８月分）
108,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
63,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（８月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
16,026

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（８月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（８月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
81,324

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（８月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　平成27年版基本建築関係法令集[告示編]外３点の購入及び支出について
14,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託経費の支出について（８月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育設備整備事業　燃料電池プロキットにかかる経費の支出について
56,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「地方財務」（8月号）の購入及び同所要経費の支出について
3,704

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる支出について（８月分）
40,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる支出について（８月分）
394,110

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる支出について（８月分）
334,980

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（９月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる支出について（８月分）
137,950

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる支出について（８月分）
80,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（８月分）
30,312

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　消火器外２点（その３）の購入経費の支出について
27,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　マグネットスクリーン　外２点の購入経費の支出について
142,020

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　マグネットスクリーン　外２点の購入経費の支出について
157,572

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　手数料 内部設備整備事業　消火器外２点（その３）の購入経費の支出について
1,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎等補修事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（８月分）
131,975

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（８月分）
28,375

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２８年度入学小中一貫校児童生徒募集学校案内パンフレットの作成並びに同所要経費の支出について
171,072

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２８年度大阪市立咲くやこの花中学校入学者募集要項の作成経費の支出について
267,840
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教育委員会事務局 学事課 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 外国籍児童生徒用　入学案内用送付用紙の購入経費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校選択制にかかる希望調査票用紙の購入経費の支出について
63,980

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 児童・保護者に対する公共交通機関利用に係る定期券の購入及び同所要経費の支出について
6,590

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 いまみや小中一貫校（大阪市立新今宮小学校、大阪市立今宮中学校）通学バス運行にかかる経費の支出について（８月分）
324,000

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度小中学校児童生徒市営交通機関無料乗車証交付等の経費支出について（上半期）
470,100

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度小中学校児童生徒市営交通機関無料乗車証交付等の経費支出について（上半期）
51,600

教育委員会事務局 学事課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（8月分）
45,166

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立デザイン教育研究所における土地測量、建物面積測量業務及び建物表題登記業務委託所要経費の支出について
1,895,365

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公設民営学校に関する議案の上程に伴う法的リスクに係る法律相談の実施及び同経費の支出について
144,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公設民営学校に関する議案の上程に伴う法的リスクに係る法律相談の実施及び同経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 デザイン教育研究所あり方検討プロジェクトの開催及び同所要経費の支出について
38,010

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）の実施にかかる十三中学校通用門電気錠取付電気設備工事にかかる経費の支出について
361,800

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画・公設民営学校グループ業務用　市内出張交通費（６・７月分）の支出について
22,568

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）経費の支出について（８月分）
50,544

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,274

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
512

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,542

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設における水道代（８月分）の支出について
64,377

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 平成２７年度伝藤原家隆墓管理業務によって生じる一般廃棄物の収集運搬業務にかかる経費の支払いについて
19,024

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 平成27年度伝藤原家隆墓樹木剪定・薬剤散布等業務委託にかかる経費の支払いについて
89,640

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所における電気料金（８月分）の支出について
120,457

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 東淀川調査事務所の機械警備業務委託にかかる経費の支出（８月分）について
8,100

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 大阪市東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出（８月分）について
26,433

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費８月分の支出について
9,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 管理作業員夏季研修会における講師謝礼の支払いについて
78,760

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5072）
40,841

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5254）
35,957

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400な9062）
5,088

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ45ぬ3125）
25,001

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5255）
32,155

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400な9073）
5,088

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ45と8159）
33,439

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5070）
16,946

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5068）
23,756

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理経費の支出について（なにわ400と5069）
22,973

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 病気休職者の主治医面談にかかる面談料の支出について
5,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　ベルトサンダー用タイミングベルト外２点の購入経費の支出について
22,086

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 採用選考事務用　教員採用テスト一次問題印刷・製本、解答用紙印刷経費の支出について
394,457

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 管理作業員及び給食調理員　新任業務監理主任・業務主任研修会における講師謝礼の支払いについて
29,420

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（７月分）
21,092

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 採用選考事務用　テーピングテープ外１２点の買入および同所要経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（７月分）
6,277

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（７月分）
644

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 光陽特別支援学校における理学療法士等の所要経費の支出について（平成27年度１学期分大道会森之宮病院）
262,480

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 採用選考事務用　紙貼りスチレンボード外１点の買入経費の支出について
12,344

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（８月分）
72,399

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（８月分）
1,160

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬（８月分）の支出について
54,000
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成２７年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費（８月分）の支払いについて
48,155

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成２７年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費（８月分）の支払いについて
99,861

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度　校園文書等逓送業務委託（８月分）の支払いについて
3,557,493

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入に係る経費の支出について（８月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入に係る経費の支出について（８月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 採用選考事務用　教員採用選考テスト　英語実技テストの実施にかかるＣ－ＮＥＴの派遣経費の支出について
12,852

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成27年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費　ガス料金（９月分）の支払いについて
52,007

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当出張交通費（６月分）の支出について
139,536

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（８月分）
2,661

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（８月分）
326

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（８月分）
14,798

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理に係る経費の支出について（なにわ400と5071)
10,119

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所　車両点検整備業務（６ケ月点検）にかかる不良箇所の修理に係る経費の支出について（なにわ400と5073)
32,198

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（８月分）
92,881

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（８月分）
7,284

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室・校園営繕園芸事務所職員）の支払いについて（７月分）
11,470

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
13,351

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（９月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（９月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
2,460

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
3,029

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
10,986

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（７月分）
1,571,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（７月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断実施要項外４点の印刷にかかる経費の支出について
231,498

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断実施要項外４点の印刷にかかる経費の支出について
68,601

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用グレーチング買入に関する経費の支出について
167,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（７月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎並小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（７月分）
2,968,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（７月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立古市小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（７月分）
1,629,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（７月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（７月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（７月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校給食用湿温蔵庫用軟水器カートリッジ(北）概算買入にかかる経費支出について
858,816

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託経費の支払いについて（滝川小学校外114校）
11,684,736

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託経費の支払いについて（淀川小学校外103校）
11,203,125

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用電磁調理器外３点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
60,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（その５）に関する経費の支出について
1,188,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用電磁調理器外３点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
375,840

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ローラーコンベアー（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
1,911,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成27年6月分）
1,101,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成27年6月分）
550,078

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（その４）に関する経費の支出について
1,792,800
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費の支出について（非常勤嘱託職員、平成２７年７月分）
1,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　西成区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
47,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鶴見南小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（７月分）
2,382,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２７年度心臓検診（児童生徒）診察・判定業務委託経費の支払いについて
9,780,220

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託経費の支払いについて（真田山小学校外130校）（概算契約）
15,268,392

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託経費の支払いについて（西船場小学校外105校）（概算契約）
11,175,948

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 中学校給食用牛乳保冷庫据付業務委託に関する経費の支出について
98,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小学校給食用電動缶切り機買入に関する経費の支出について
194,378

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　都島区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
47,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用エコノミーサービスワゴン買入に関する経費の支出について
552,096

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校給食用湿温蔵庫用軟水器カートリッジ(西）概算買入にかかる経費支出について
751,680

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 平成２７年度学校医等退職者感謝状贈呈用記念品購入経費の支出について
57,391

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　西淀川区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
47,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 中学校給食用　電話機の購入経費の支出について
14,094

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用まな板外７１点買入に関する経費の支出について
2,161,577

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用まな板外７１点買入に関する経費の支出について
77,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用次亜塩素酸ナトリウムの購入にかかる経費の支出について（第２回）
1,014,979

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用次亜塩素酸ナトリウムの購入にかかる経費の支出について（第２回）
62,964

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 「中学校給食に関するアンケート」のデータ入力・集計業務委託経費の支出について
356,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用パンラック外２点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
529,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用パンラック外２点（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
149,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機買入に関する経費の支出について
2,693,520

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫買入に関する経費の支出について
5,840,100

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫買入に関する経費の支出について
1,946,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用フードスライサー買入に関する経費の支出について
1,090,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫外１点買入に関する経費の支出について
1,636,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫外１点買入に関する経費の支出について
518,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（８月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第４回　８月分）
289,366

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（第４回　８月分）
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食関係法規資料集追録購入経費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用標準温度計購入経費の支出について
18,576

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 クレオ大阪中央ホール清掃業務委託にかかる経費の支出について
12,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南港桜小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,566,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長居小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
3,590,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立瓜破小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,565,892

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,857,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,528,200
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,081,970

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北巽小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,404,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,430,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,091,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長吉小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
3,483,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新高小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,041,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について(平成２７年６月分)
500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
545,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市中学校給食献立会議にかかる構成員報奨金の支出について（8月20日分）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピューター機器賃借経費の支出について（８月分）
3,337

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（８月分）
17,372,155

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（８月分委託料）
6,223,753

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校給食用湿温蔵庫用軟水器カートリッジ(東）概算買入にかかる経費支出について
1,081,188

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（８月分委託料）
188,747

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（８月分）
526,845

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（中学校給食６、７月分）
34,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成27年度検便検査にかかる業務委託の経費支出について（８月分）
435,499

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用牛乳かご外1点買入に関する経費の支出について
104,652

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用調理台外５点買入に関する経費の支出について
196,560

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 中学校給食用食器（缶）消毒保管庫据付業務委託に関する経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用調理台外５点買入に関する経費の支出について
308,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
444,528

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,635,120

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,069,999
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立弁天小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鶴見南小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,382,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,556,820

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,474,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,025,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）実施に関する経費の支出について
1,657,602

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（北ブロック）実施に関する経費の支出について
1,547,616

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（南ブロック）に関する経費の支出について
542,736

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（８月分）
4,964,553

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）実施に関する経費の支出について
64,998

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（北ブロック）実施に関する経費の支出について
65,904

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
15,120

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託（南ブロック）に関する経費の支出について
22,644

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用焼き物機据付業務委託に係る経費の支出について
90,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入に関する経費の支出について
6,253,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用立体式炊飯器買入に関する経費の支出について
2,473,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入に関する経費の支出について
2,084,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用立体式炊飯器買入に関する経費の支出について
1,274,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,355,092

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,454,276

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第６ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
121,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
1,912,680

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第４ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
71,874

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,069,004

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校給食用食器（缶）消毒保管庫据付業務委託に関する経費の支出について
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用移動台車（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
323,568

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫買入に関する経費の支出について
3,778,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用下足箱（ドライシステム用）買入に関する経費の支出について
161,892

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成２７年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
504,252

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎並小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,968,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加賀屋東小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
2,208,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
2,556,036

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立古市小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,629,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）食材費
6,138,415

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）食材費
4,589,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,879,173

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
4,229,735

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
3,189,993
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
4,461,529

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,250,518

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,498,124

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第８ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）調理・配送・配膳経費
2,681,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第３ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
202,176

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第７ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
140,616

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
1,104,138

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第１ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
88,128

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第２ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
61,236

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）調理・配送・配膳経費
4,415,680

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第５ブロックにかかる経費の支出について（８月分）
74,844

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
1,340,788

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（８月分）
2,641,176

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
139,104

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度プール水質検査（総トリハロメタン等）用委託料の支出について
95,634

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 平成26年度大阪市学校給食労働安全衛生委員会「安全教育研修会」における「メンタルヘルスケアについて」に係る講師謝礼の支出について
11,880

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成27年度労働安全衛生用公務災害防止月間ポスターの作成経費の支出について
42,660

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成27年度管理職向けメンタルヘルス研修会（新任校園長及び准校長、新任副校長及び教頭）の所要経費の支出について
44,800

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 不当労働行為事件における中央労働委員会調査出頭にかかる出張経費の支出について
29,480

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用安全衛生推進者養成講習会の受講経費の支出について（平成27年８月受講分）
41,144

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用安全衛生推進者養成講習会の受講経費の支出について（平成27年８月受講分）
514,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用　全国産業安全衛生大会への参加経費の支出について
12,900

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について
37,692

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 不当労働行為申立事件における中央労働委員会調査への出頭にかかる代理人弁護士旅費の支出について
29,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成27年７月分）
25,884

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 労働安全衛生用　全国労働衛生週間ポスターの買入経費の支出について
120,120

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 平成27年度　被服貸与用作業服男子夏用シャツほか３点買入経費の支出について
6,796,656

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立学校園「産業医講習会」開催にかかる講師報償金の支出について
17,840

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
29,376

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（平成27年度　第２四半期分）
36,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校園「産業医講習会」開催にかかる会場使用料等の支出について
66,580

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度こころの健康づくりサポート業務委託経費の支出について（平成27年８月分）
2,198,608

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（平成27年８月分）
451,602

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと城北市民学習センターの産業廃棄物処理業務委託の所要経費の支出について
118,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２７年度　視覚障がい者成人学校事業の実施にかかる経費の支出について
670,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用流し込みゴム印にかかる所要経費の支出について
5,378

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 「たそがれコンサート」舞台音響・照明業務委託にかかる支出について（８月分）
537,840

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　機械器具費 一般事務用Ａ３対応スキャナーの購入にかかる経費支出について
80,173

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の実施並びに同経費の支出について（8月分）
55,043

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の実施並びに同経費の支出について（8月分）
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入の実施並びに同経費の支出について（8月分）
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（９月分）
4,437,194

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと平野青少年会館用地除草作業業務委託及び同所要経費の支出について
336,960

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 NTT西日本電話料金（９月分）の支出について
3,106

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度　キッズプラザ大阪に係る賃借料の支出について（9月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 まちづくり・職業観育成体験学習事業　選定会議にかかる委員謝礼の支出について
51,119

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度大阪市立難波市民学習センターにかかる不動産賃借料の支出について（9月分）
6,819,500
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,195

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,224

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ8月分）
10,297

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（フレッツ8月分）
107,930

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム広域ＬＡＮ回線使用料の支出について（8月分）
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便８月分後納料金の支出について
42,536

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（10月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（６月分）
11,970,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 手話通訳指導員派遣にかかる業務委託経費の支出について（１ブロック　第１四半期分）
223,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 手話通訳指導員派遣にかかる業務委託経費の支出について（４ブロック　第１四半期分）
60,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 手話通訳指導員派遣にかかる業務委託経費の支出について（２ブロック　第１四半期分）
130,625

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 手話通訳指導員派遣にかかる業務委託経費の支出について（３ブロック　第１四半期分）
129,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築と合理的配慮にかかる夏期公開講座の開催にかかる講師謝礼金の支出について（8月6日）
21,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費（７月分）
21,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）8月請求分水道料金の支払いについて
36,284

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の支出について（吉野小学校8月19日）
25,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度いじめ・不登校問題対策事業第三者専門家チーム全体会にかかる報償金の経費支出について（7月22日）
99,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（７月分・インクルーシブ教育推進担当（教育センター・こども相談センター分庁舎）分）の支出について
18,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市中学校春季総合体育大会会場使用料に係る経費出について（テニス）
181,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　イングリッシュデイ用防球ネット外４点の購入経費の支出について
12,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　イングリッシュデイ用防球ネット外４点の購入経費の支出について
8,397

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 生活指導サポートセンターにおけるインターホン解除装置移設作業等業務委託経費の支出について
137,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（７月分・教育活動支援担当（学力向上グループ）分）の支出について
23,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（７月分・初等教育担当分）の支出について
138,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 生活指導サポートセンター用片袖机外４点の購入経費の支出について
328,989

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（ＯＡ類）の購入経費の支出について
49,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（８月分）
134,721

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市中学校水泳競技大会に係る会場使用料の支出について
924,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度学校図書館司書教諭講習の実施にかかる講師謝礼金の支出について
519,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（７月分・中学校教育担当分）の支出について
108,267

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 訴訟公判（桜宮高等学校民事訴訟）証人出頭付き添い及び傍聴への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 訴訟公判（桜宮高等学校民事訴訟）傍聴への出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会（総則・国語）への出席にかかる出張旅費の支出について
37,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科支援員等配置事業実技研修用砂糖外９点買入経費の支出について
14,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入にかかる経費の支出について（９月以降実施分追加分）
250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度非常勤職員（生活指導支援員）の通勤災害にかかる療養費の支出について
5,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度学校図書館司書教諭スキルアップ講習にかかる講師謝礼金の支出について（８月１８日）
26,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（７月追加分）
19,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（７月分）
41,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度高等学校産業教育関係教育課程研究協議会（全体会・工業）への出席並びに同経費の支出について
37,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度【第２回】生徒指導担当者連絡会議（６月４日）、平成２７年度生徒指導研究推進協議会（６月５日）への出席にかかる出張旅費の支出について
37,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 第15回スイス・日本青少年交流使節団訪問打合せにかかる出張旅費の支出について
29,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　幼稚園担当指導主事・担当者会議への出席にかかる出張旅費の支出について
37,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｓ－イノベーションプロジェクト部活動指導者等向け研修会（８月１７日）の開催及び同所要経費の支出について
11,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材を活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣に係る謝礼金の支出について（7月分）
183,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（南高校）にかかる付添職員旅費の支出について
840,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（南高校）にかかる現地借上バス代の支出について
38,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（７月分・インクルーシブ教育推進担当分）の支出について
74,150
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分）
23,627

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（８月分）
2,207

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（８月分）
1,342

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の支出について（吉野小学校9月1日）
10,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ事業学習ボランティア講師謝礼（６月分）の口座振替不能による再支出について
2,021

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・人権・国際理解教育担当分）の支出について
30,330

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費（７月分）の支出について
25,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・業務調整担当分）の支出について
12,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・高等学校教育担当分）の支出について
28,998

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度特別支援教育教材・支援機器等活用研究協議会参加にかかる旅費の支出について（8月17日～8月18日　支援機器等活用事業）
63,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（９月分）
4,845

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月処理分）
79

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月処理分）
59

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月処理分）
10,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 学力向上を図る学習支援事業用スポーツ安全保険料の支出について（９月処理分）
13,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
404,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,045,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
1,080,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（トレーニング）」にかかる経費支出について（８月２６日）
118,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導サポートセンター有償ボランティアにかかる報償金の支出について（８月分）
15,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会（総合的な学習の時間）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成27年度人権教育指導者養成研修への参加にかかる出張旅費の支出について
41,410

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 沖縄「なにわの塔」慰霊追悼式・世代間交流平和学習事業への出張旅費の支出について
38,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材を活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣に係る謝礼金の支出について（8月分）
136,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 支援機器等教材を活用した指導方法充実事業におけるアドバイザー派遣に係る謝礼金の支出について（7月追加分）
38,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度特別支援教育担当者会議の出席への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・教育活動支援担当（学力向上グループ）分）の支出について
21,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度就学相談・支援担当者研究協議会の参加にかかる出張旅費の支出について
31,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・英語教育グループ分）の支出について
12,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度第３回総社市だれもが行きたくなる学校づくり事業研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
24,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度第３回総社市だれもが行きたくなる学校づくり事業研修会への参加にかかる出張旅費の支出について
26,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度高等学校産業教育関係教育課程研究協議会（全体会・商業・福祉）への出席にかかる出張旅費の支出について
46,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会（特別活動）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーの購入にかかる経費の支出について
71,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２７年度大阪市立中学校総合文化祭ポスターの印刷経費の支出について
25,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）８月請求分電気料金の支払いについて
1,314,206

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成27年度自立活動支援業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
21,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援教育の機能集約の整備にかかる（仮称）特別支援教育センター機械警備業務委託にかかる経費支出について（８月分）
97,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務の実施並びに所要経費の支出について（８月分）
24,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２７年度市立小学校・中学校等在籍児童等支援業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
286,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　印刷製本費 平成２７年度大阪市中学校・高等学校水泳競技大会・大阪市立高等学校総合体育大会に係る賞状外３点の印刷経費の支出について
168,442

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使料に係る経費支出について（サッカー）
32,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築と合理的配慮にかかる研修会における講師謝礼金の支出について（7月22日）
21,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（８月分）
87,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スクールアドバイザー市内出張交通費（８月分）の支出について
11,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品）の購入経費の支出について（その２）
293,252

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（８月分）
14,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー講師派遣にかかる謝礼金の支出について（9月8日）
13,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（８月分）にかかる経費支出について
21,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（東高校）にかかる付添職員旅費の支出について
548,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２７年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代（８月分）の経費支出について
2,702

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（東高校）にかかる現地借上バス代の支出について
80,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(当日)
184,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（事前）(ハンドボール・バレーボール・バスケット・卓球・剣道・柔道・バドミントン・ダンス
382,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(ソフトテニス)（当日）
39,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 生活指導サポートセンター設置にかかる事務用品（スティックのり外４３点）の買入ならびに同経費の支出について
121,643

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学習上の支援機器等教材活用促進事業にかかる大阪市立特別支援学校向け通信サービスの提供にかかる経費の支出について（８月分）
23,089

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（８月分）
336,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東淀川特別支援学校通学バス運行（３）にかかる経費の支出について（８月分）
297,432

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東淀川特別支援学校通学バス運行（２）にかかる経費の支出について（８月分）
382,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東淀川特別支援学校通学バス運行（１）にかかる経費の支出について（８月分）
764,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（８月分）
816,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（８月分）
1,154,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市立高等学校水泳競技大会に係る会場使用料の支出について
318,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(事前)
214,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（８月分）
123,268

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の支出について（吉野小学校9月10日）
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（８月分）
593,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業ボランティア講座講師謝礼金の支出について（８月分）
9,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（７月分）
888,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（８月分）
189,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（８月分）
37,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(８月分）
45,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる付添職員旅費の支出について
515,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（大阪市立高校）にかかる付添職員旅費の支出について
535,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（８月分）
9,174

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（９月分）
97

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成27年度大阪市立中学校総合文化祭ブロック音楽会楽器運搬作業業務委託の実施にかかる経費支出について
666,144
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット８月分電話代の支出について
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出について（８月分）
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（9月30日分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（８月分）
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（大阪市立高校）にかかる現地借上バス代の支出について
19,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる現地借上バス代の支出について
40,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（８月分）
57,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（８月分）
178,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　賞賜金 平成２７年度大阪市中学校・大阪市立高等学校水泳競技大会並びに総合体育大会用メダルの購入に係る経費の支出について
854,699

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　消耗品費 平成２７年度大阪市中学校・高等学校総合体育大会用競技物品の購入に係る経費の支出について
482,328

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 難波中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
9,340

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回部活動のあり方研究（委託団体活用モデル事業）業務委託にかかる受託事業者選定会議委員の報償金の支出について
22,960

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回部活動のあり方研究（委託団体活用モデル事業）業務委託にかかる受託事業者選定会議委員の報償金の支出について
65,560

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 第１回　進路指導支援事業に関する「大阪市統一テスト」実施業務委託にかかる評価会議委員の報償金の支出について
15,780

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（７月分）の支出について
1,216

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市史編纂所事務用切手の購入経費の支出について
43,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（８月分）の支出について
1,267

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 市史編纂事業用「編纂所だより」第45号の印刷経費の支出について
25,272

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金７月分の支出について
8,282

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金８月分の支出について
250,951

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金７月分の支出について
92,339

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金８月分に支出について
16,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金７月分の支出について
143,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金７月分の支出について
103,114

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金７月分の支出について
435,424

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金８月分の支出について
32,404

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金８月分の支出について
137,637

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金７月分の支出について
446,552

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金７月分の支出について
120,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金７月分の支出について
68,622

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金７月分の支出について
403,194

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　消火器設置台外10点買入経費の支出について
58,001

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　西淀川図書館　電話交換機緊急修繕経費の支出について
14,580

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　此花図書館　事務室空調機修繕の経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務の経費の支出について　（４～６月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　ゴミ処理料分担金の支出について　（７月分）
13,667

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成複合施設　清掃業務委託費用分担金の支出について　（７月分）
10,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理分担金の支出について　（7月分）
28,764

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野複合施設　空気環境測定業務費用の分担金の支出について　（６～７月）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成複合施設　機械警備費用分担金の支出について　（７月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　空気環境測定料分担金の支出について　（7月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（７月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 吸水バッグ外１点買入経費の支出について
63,396

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（８月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　傘袋購入費分担金の支出について
17,280

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について　（８月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理分担金の支出について　（４月分）
23,418

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
200,000



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金７月分の支出について
8,270

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金７月分の支出について
174,714

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金７月分の支出について
29,068

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金７月分の支出について
149,935

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金７月分の支出について
17,842

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
6,674

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金７月分の支出について
230,787

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について（８月分）
359,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　城東図書館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
58,882

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
61,366

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
18,335

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金８月分の支出について
128,937

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金７月分の支出について
27,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金８月分の支出について
412,923

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金８月分の支出について
292,238

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
7,803,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
1,552,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
7,578,036

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立城東図書館　機械警備業務委託経費の支出について（８月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
218,274

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
59,551

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる経費の支出について（８月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
3,134

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金８月分の支出について
102,294

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金８月分の支出について
162,945

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金８月分の支出について
27,079

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
66,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金８月分の支出について
12,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金８月分の支出について
24,606
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金８月分の支出について
147,763

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（８月分）
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（８月分）
17,449

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館　マンション総合保険にかかる分担金の支出について
15,210

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（８月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金８月分の支出について
379,159

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金８月分の支出について
18,969

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　島之内図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（８月分）
180,456

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（８月分）の支出について
34,265

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　非常灯交換バッテリー①外１０点買入経費の支出について
64,114

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金８月分の支出について
204,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託経費の支出について（８月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
6,858,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成複合施設　清掃業務委託費用分担金の支出について　（８月分）
10,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館植栽作業料分担金の支出について
74,444

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　ゴミ処理料分担金の支出について（８月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成複合施設　機械警備費用分担金の支出について　（８月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理分担金の支出について　（８月分）
29,754

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館　害虫駆除及び植栽剪定委託料分担金の支出について　（上期）
36,083

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外6点買入の実施と同経費の支出について
61,344

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金９月分に支出について
13,975

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金９月分の支出について
231,979

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金８月分の支出について
505,341

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
169,004

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
22,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金８月分の支出について
108,487

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金８月分の支出について
9,835

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金９月分の支出について
550

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫事業用　自動車文庫車１号車にかかる車両修繕（ファンベルト交換等）経費の支出について
13,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
80

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（８月分）
50,112

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
4,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（７月）
59,500

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 子ども読書活動推進事業用行事にかかる講師謝礼金の再支出について
10,201

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館児童向け行事にかかる講師謝礼金の支出について（8月）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用｢図書ボランティア講座1｣一時保育にかかる支出について
24,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書整理用切手の購入にかかる経費の支出について
39,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 サービス事業用グランドピアノ調律経費の支出について
8,640

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用・色上質紙Ａ4中厚口Ｙ目外３点の購入経費の支出について
291,492

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダー機器長期借入経費の支出について（8月分）
91,800
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教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度障がい者サービス事業用近畿視覚障害者情報サービス研究協議会会費の支出について
30,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（８月）
126,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用大阪市立図書館カードの印刷経費の支出について
1,442,880

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（８月地域図書館）
11,960

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（８月中央図書館）
149,921

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成27年度ヤングコーナー講演会にかかる交通費の支出について
3,360

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成27年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（８月）の協力者謝礼金の支出について
260,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用・老眼鏡（弱）外16点の購入経費の支出について
148,932

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成27年7月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（7月分）
199,613

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（7月分）
237,394

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（7月分）
229,687

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（７月分）
1,043,796

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
215,842

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
278,062

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
322,348

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
284,367

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
287,700

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
1,772,735

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
1,713,601

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
1,986,222

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
1,752,316

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
1,330,128

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
123,377

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分）
761,015

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第2回納品分)
165,970

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（7月分）
277,830

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（7月分）
270,532

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（7月分）
1,023,002

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１５年８月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１５年８月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１５年８月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロセスカートリッジ外16点買入経費の支出について
1,639,440

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用液晶用フィルム外２点買入経費の支出について
58,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について（８月分）
48,110

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（８月分）
57,169

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について（８月分）
65,710

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌購入経費の支出について（８月分）
110,868

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について（８月分）
92,377

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分その2）
580,265

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その１）
223,288

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（４～７月分）
123,090

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 読書環境整備事業用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（４～７月分）
905,339

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分その2）
4,266,317

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その１）
1,641,032

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成27年8月分)
18,573

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成27年8月分)
2,810

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成27年8月分)
16,200
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その２）
411,067

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成27年8月分)
48,308

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成27年9月分)
224,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成27年8月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書購入経費の支出について（４～８月分）
492,743

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分その２）
3,021,779

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（８月分）
57,348

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について（イーサネットVPN 平成27年8月分）
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(NTT西日本平成27年8月分)
5,367

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law」使用料の支出について(平成27年8月分)
54,297

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成27年8月分)
13,419

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」「日経テレコン21」使用料の支出について(平成27年8月分)
96,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成27年8月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表」使用料の支出について(平成27年8月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成27年8月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成27年8月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成27年8月分)
45,441

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業特別支援学校教育研究会知的障がい教育部研修会にかかる報償金の経費支出について
14,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
28,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座における研修用及び指導振興事務事業用ネックストラップ外４点の購入及び経費支出について
35,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第97回全国算数・数学教育研究（北海道）大会参加にかかる旅費の支出について０１
57,170

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 心の教育研究会第13回全国研究大会参加にかかる旅費の支出について
36,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 心の教育研究会第13回全国研究大会参加にかかる旅費の支出について
35,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 平成27年度教科書（小学校用）362冊及び平成27年度使用教科書教師指導書（小学校用）21冊の購入及び経費の支出について
346,727

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座における研修用及び指導振興事務事業用ネックストラップ外４点の購入及び経費支出について
111,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国特別支援教育センター協議会年会費の納入について
4,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理者の選任及び防火管理講習会の受講並びに受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
4,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修・東成区人権教育講演会の実施にかかる使用料の経費支出について
30,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修・２区（淀川・東淀川区）合同人権教育講演会の実施にかかる使用料の経費支出について
21,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
6,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
15,190

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
7,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
27,770

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
62,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
21,630

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
7,531

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年７月分）の支出について
3,810

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度　人権教育連続講座（３）の実施にかかる報償金の経費支出について
13,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業（教育研究会）用ＣＤ－Ｒ外５点買入経費の支出について
44,712

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業（教育研究会）用色上質紙Ａ４厚口外１点買入経費の支出について
255,150

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業（教育研究会）用クラフト封筒角形２号外１点買入経費の支出について
92,610

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる使用料の経費支出について
18,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修・生野区人権教育講演会の実施にかかる使用料の経費支出について
22,250

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別研修　国語科指導力UPブロック別講座全体会にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度養護教諭実技研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　小学校社会科研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,440
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 栄養教諭・学校栄養職員実技研修会（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 心の教育研究会第13回全国研究大会参加にかかる旅費の支出について
35,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業（教育研究会）用ＣＤ－Ｒ外５点買入経費の支出について
52,444

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
17,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
52,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
14,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
21,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
33,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
26,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「平成２７年度　新任教員研修会（２年目）（１０）地域２　旭･都島･城東･鶴見区」の実施にかかる資料代の支出について
10,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,785

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,819

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業で使用するホワイトボード（行動予定表）外１点の購入及び経費支出について
59,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業浪速区保健主任会にかかる報償金の経費支出について
16,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会３Ｂ技術家庭科部研修会にかかる報償金の経費支出について
13,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業知的障がい教育部会研修会（公開講座①）にかかる報償金の経費支出について
14,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度　教職員地域研修（西・港・大正３区合同）人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
11,320

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・東住吉区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
14,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
11,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
19,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
13,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会１Ｂ教育メディア部研修会にかかる報償金の経費支出について
11,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業特別支援学校教育研究会聴覚障がい教育部会研修会にかかる報償金の経費支出について
14,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業特別支援学校教育研究会知的障がい教育部会研修会にかかる報償金の経費支出について（８／２７）
15,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修にかかる粘土の買入経費支出について
8,505

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ＯＡ機器・用品の購入経費支出について
106,855

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修・浪速区人権教育講演会の実施にかかる使用料の経費支出について
40,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる使用料の経費支出について
20,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度研究指定園（２次）研究推進研究会にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別支援教育コーディネータースキルアップ研修（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度教育課程研修数学科にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度特別支援教育コーディネータースタンダード研修（４）にかかる講師謝礼等経費に支出について
11,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第62回全国中学校理科教育研究会富山大会にかかる旅費の支出について
26,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第97回全国算数・数学教育研究（北海道）大会参加にかかる旅費の支出について
84,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 日本特別活動学会第24回近畿大会参加にかかる旅費の支出について
1,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 全国生活指導研究協議会第57回全国大会（福岡大会）参加にかかる旅費の支出について
27,420

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
1,131,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
505,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
46,656

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２３）にかかる管外出張旅費の支出について（健康教育指導者養成）
45,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１１）にかかる管外出張旅費の支出について（東北方面視察）
153,350

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２５８）にかかる管外出張旅費の支出について（釜石）
259,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０８）にかかる管外出張旅費の支出について（中央夏期講座）
38,340
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度発達障がい専門講座（５）・（６）にかかる講師謝礼等経費の支出について
38,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市教育センター研修事業評価会議及び運営会議にかかる経費の支出について
15,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市教育センター研修事業評価会議及び運営会議にかかる経費の支出について
21,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」諏訪小学校第２回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度教育課程研修国語科にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市教育センター研修事業評価会議及び運営会議にかかる経費の支出について
18,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市教育センター研修事業評価会議及び運営会議にかかる経費の支出について
16,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度学級集団づくり研修会（３年目）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 小学校国語課研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 中学校教育課程研修会（音楽）にかかる講師謝礼等経費の支出について」
2,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市教育センター研修事業評価会議及び運営会議にかかる経費の支出について
18,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 ｢スタンダード授業モデル｣城北小学校第１回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」城北小学校第２回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度養護教諭実技研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用学校教材用品の購入及び経費支出について
54,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業で使用する色上質紙（特厚口）外９点の購入及び経費支出について
40,716

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２４１）にかかる管外出張旅費の支出について（体育研究会夏季研修会）
38,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３２１）にかかる管外出張旅費の支出について（健康教育指導者養成研修）
45,180

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２４５）にかかる管外出張旅費の支出について（基幹学力研究）
47,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２３）にかかる管外出張旅費の支出について（養護教諭研修会）
67,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２３）にかかる管外出張旅費の支出について（全国養護教諭研究大会）
100,580

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１４）にかかる管外出張旅費の支出について（全国中学校理科教育研究会）
131,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２４１）にかかる管外出張旅費の支出について（図画工作科授業ゼミ）
29,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３１０）にかかる管外出張旅費の支出について（SummerTime研修）
75,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０８）にかかる管外出張旅費の支出について（金川小・中視察）
56,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　損害保険料 大阪市教師養成講座における損害保険及び賠償責任保険にかかる経費支出について
47,350

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について（８月分）
486,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０３）にかかる管外出張旅費の支出について（全国栄養教諭研究大会）
15,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２）にかかる管外出張旅費の支出について（デパートゆにっと）
45,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（９）にかかる管外出張旅費の支出について（博物館利用研修会）
31,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３２）にかかる管外出張旅費の支出について（算数授業研究大会）
47,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３４０）にかかる管外出張旅費の支出について（牛久）
110,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 「平成２７年度　長期社会体験研修（後期）」における賠償責任保険にかかる支出経費について
5,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成27年度　英語イノベーション事業　英語夏期集中講座業務委託（２）にかかる経費の支出について
839,116

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会・第４９回全日本中学校道徳教育研究大会にかかる経費支出について
30,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２７年度　情報教育担当者連絡会議」への出席について
28,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 「平成２７年度　全国都道府県・指定都市教育委員会学校体育担当指導主事研究協議会」への参加について
38,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業モデル校における校内研修会実施にかかる経費の支出について
19,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用コンテンツ（ソフトウェア）買入れにかかる経費の支出について
9,771,429

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・東成区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
12,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・東成区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
10,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立幼稚園教育研究会第１ブロック研修会（８月）にかかる報償金の経費支出について
19,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会４Ｂ家庭科部研修会にかかる報償金の経費支出について
11,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会１Ｂ特別支援教育部研修会にかかる報償金の経費支出について
6,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 研究指定校による研究活動支援事業にかかる管外出張旅費の支出について（南中学校学びの共同体研究大会）
39,740

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度「教育センター機能充実　全国学力・学習状況調査分析業務委託」の総合評価方式選定委員会にかかる経費の支出について
7,500
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度「教育センター機能充実　全国学力・学習状況調査分析業務委託」の総合評価方式選定委員会にかかる経費の支出について
8,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（８月分）の支出について
4,878

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（８月分）の支出について
29,685

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（８月分）の支出について
5,295

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 「平成２７年度新任教員音楽科研修会」における楽器等の搬出・運搬・搬入業務にかかる所要経費の支出について
30,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 小学校図画工作科研修会外３件にかかる手話通訳派遣業務委託にかかる経費の支出について
17,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 小学校図画工作科研修会外３件にかかる手話通訳派遣業務委託にかかる経費の支出について
43,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用学校教材具の購入にかかる経費支出について
51,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業幼稚園教育研究会本部研修会にかかる報償金の経費支出について
11,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」中津小学校第１回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育の抜本的改善・充実事業用図書２３点の購入にかかる経費支出について
59,762

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
1,131,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
505,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年７月分）
46,656

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 平成２７年度　応急手当普及員講習（副校長・教頭）の開催にかかる資料代の支出について
407,610

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 平成２７年度「情報教育実技研修会」業務委託にかかる経費の支出について
662,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員員地域研修「平野区人権教育講演会」における施設使用料及び付属設備使用料にかかる経費の支出について
27,850

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業を円滑に進めるための事務用品および道徳教育推進事業を円滑に進めるための用紙類の購入にかかる経費の支出について
14,256

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業を円滑に進めるための事務用品および道徳教育推進事業を円滑に進めるための用紙類の購入にかかる経費の支出について
3,758

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「道徳教育の抜本的改善・事業」における印刷機用インク外１点購入にかかる経費支出について
19,224

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(８月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について(平成２７年８月分)
811,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費支出について（８月分）
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（８月分）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費支出について
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（８月分）
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託（８月分）
140,651

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（４～６月分）
3,161,787

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかる堀江小学校増学級へのICT環境整備の経費支出について（８月分）
3,609

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
907,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
712,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
1,053,929

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
16,291

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
275,786

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（８月分）
7,466,810

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
764,284

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
1,517,702

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
1,053,929

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費支出について（８月分）
519,767

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（７月分）
149,274

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（７月分）
11,036
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（８月分）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（８月分）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
149,274

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入契約にかかる経費支出について（８月分）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
1,549,874

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）にかかる経費支出について（８月分）
2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（４～６月）
447,822

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）の経費支出について（８月分）
1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）にかかる経費支出について（８月分）
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）の経費支出について（８月分）
1,944,141

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
534,924

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（４～６月分）
33,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（８月分）
226,168

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出について（８月分）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式５回目再リース（８月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
189,679

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
275,786

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
418,684

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
518,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
842,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(高速同軸通信方式　東・西・南ブロック)保守業務委託にかかる経費支出について（８月分）
82,765

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
656,889

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（８月分）
4,266,310

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託（８月分）
251,163

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
601,329

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（４～６月分）
1,256,052

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
418,684

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
16,290

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）の経費支出について（８月分）
1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
176,131
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるむくのき学園（中島中学校区小中一貫校）へのＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
1,291,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（８月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）にかかる経費支出について（８月分）
825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（４～６月）
325,689

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ICT活用事業にかかるやたなか小中一貫校増学級にともなうＩＣＴ環境整備の経費支出について（８月分）
271,951

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）にかかる経費支出について（８月分）
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
288,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（７月分）
108,563

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（４～６月分）
8,277

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（８月分）
100,348

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入契約にかかる経費支出について（８月分）
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（８月分）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）の経費支出について（８月分）
1,215,088

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（７月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式５回目再リース（８月分）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入契約にかかる経費支出について（８月分）
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
108,563

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（４～６月分）
359,235

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
119,745

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
119,745

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託（８月分）
20,093

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
91,507

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（８月分）
14,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（８月分）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（８月分）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
50,106

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
50,106

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
64,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮシステム(電力線通信方式　南ブロック)保守業務委託（８月分）
20,093

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（８月分）
42,428

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（４～６月分）
150,318

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
50,982

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（４～６月）
9,693

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
3,226

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（８月分）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（８月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）の経費支出について（８月分）
28,931

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）にかかる経費支出について（８月分）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（７月分）
3,231
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
3,231

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（８月分）
6,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式２回目再リース（特別支援学校分）（８月分）
43,826

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（事務主任研修、平成２７年８月１１日実施分）
47,280

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（５年次研修、平成２７年８月１２日実施分）
11,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（５年次研修、平成２７年７月３０日、８月１８日実施分）
60,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 会場使用料（平成２７年９月７日～９月１１日開催分　奨学金等制度説明会）の支出について
59,850

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
24,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（事務副主任研修、平成２７年８月２１日実施分）
39,240

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（採用２年次研修）（平成27年7月14日実施分）
14,560

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（５年次研修）（平成27年8月12日実施分）
14,560

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 会場使用料（平成２７年９月１４日～９月１８日開催分　奨学金等制度説明会）の支出について
57,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 会場使用料（平成２７年９月１５日開催分　２０代学校事務職員夜間自主研修）の支出について
5,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,340

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（８月分）
42,782

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（８月分）
7,979

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（８月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムサーバー装置等長期借入(平成27年8月分)
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（８月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校経営管理センター用窓付き封筒購入経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用保存文書運搬経費の支出について
47,930

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 就援事務用　就学援助審査通知書送付用封筒の作成経費の支出について
223,560

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（８月分）
1,836,463

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 就援事務用　平成２７年度電子計算機処理業務委託（就学援助保護者口座パンチ入力）経費の支出について
12,942

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ８月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（８月分）
18,769

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（８月分）
18,992

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（８月分）
104,073

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ８月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（８月分）
12,561

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国夜間中学校研究会会費の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 高校授業料・学校給食費未納対策用　窓付き封筒の作成にかかる経費の支出について
191,143

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪高等学校体育連盟会費の支出について
2,036,000

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪高等学校体育連盟会費の支出について
146,000

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
173,150,578

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
93,476,120

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等、特別支援学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）８月分
21,600

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
30,324,029

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
56,744,448

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
10,387,658

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
5,594,320

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
5,299,840

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（８月分）
2,802,613

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（８月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成27年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（８月分）
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策）用郵便料金等の経費支出について（８月分）
726,188

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（７月分）
498,960



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（７月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援用パソコン設置作業経費の支出について
5,859,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成２７年度　校園ネットワーク業務システム機種更新作業業務委託の経費の支出について
90,200,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教員の失業者の退職手当について
336,329

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
19,081,719

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支出について
15,428,391

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年９月　給与の支出について
102,677,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支出について
1,201,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支出について
14,167,642

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支出について
3,238,360

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
2,503

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支出について
195,005

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支出について
2,475,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年９月　給与の支出について
716,112

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
9,422,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
7,219,765

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月　報酬の支出について
81,269

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
11,051,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年９月　報酬の支出について
60,459

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
418,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支出について
312,810,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年９月　給与の支出について
32,782,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支出について
11,698,636

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支出について
53,207,410

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支出について
185,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
126,644

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支出について
2,952,075

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
25,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支出について
7,270,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年９月　給与の支出について
415,814

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
32,770

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（８月分）の支出について
75,446

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
333,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
35,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年９月　アルバイト賃金の支出について
1,785,615

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年９月　報酬の支出について
21,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支出について
66,391,510

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年９月　給与の支出について
43,331,402

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支出について
3,643,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支出について
15,442,418

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支出について
188,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
52,191

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支出について
684,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
1,766,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支出について
2,719,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年９月　給与の支出について
557,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
23,224

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
192,370
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年９月　アルバイト賃金の支出について
1,664,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
2,165,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支出について
36,914,367

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年９月　給与の支出について
443,786,905

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支出について
12,249,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支出について
56,139,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支出について
2,859,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
769,006

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支出について
205,568

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２７年９月　給与の支出について
5,523,341

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２７年９月　給与の支出について
3,334,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
7,839,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支出について
6,841,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年９月　給与の支出について
6,375,961

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
70,512

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月　報酬の支出について
6,605,220

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年９月　アルバイト賃金の支出について
4,604,933

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年９月　報酬の支出について
422,534

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支出について
19,629,407

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年９月　給与の支出について
18,985,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支出について
893,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支出について
5,204,341

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支出について
154,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支出について
31,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支出について
816,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年９月　給与の支出について
256,610

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（８月分）
13,267

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（８月分）
21,384

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援サービス運用保守業務委託経費の支出について（８月分）
690,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（８月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入経費の支出について（８月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（８月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入経費の支出について（８月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（８月分）
125

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（８月分）
39,761,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入経費の支出について（８月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入経費の支出について（８月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入経費の支出について（８月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入経費の支出について（８月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器更新に伴うサーバ機器等長期借入経費の支出について（８月分）
453,060



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入経費の支出について（８月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（８月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入経費の支出について（８月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（８月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（８月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（８月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送利用料金の支出について（８月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（８月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（８月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（８月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（８月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（８月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（８月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（８月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（８月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（８月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（８月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（８月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（８月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（８月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（８月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（８月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（８月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（８月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（８月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（８月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（８月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（８月分）
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（８月分）
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（８月分）
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（８月分）
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度　教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託（単価契約）の経費支出について（８月分）
18,182

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（追加費用負担金）の支出について
63,773,227

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（９月分）の支出について
19,658,903

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（８月分）の支出について
4,398,269

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
1,311,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（８月分）の支出について
20,861

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
1,146,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（８月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 大阪府費教職員給与支給にかかるデータ伝送用回線使用料の経費の支出について（８月分）
5,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（８月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（８月分）
56,160
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（８月分）
469

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（８月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
1,499,016

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（９月分）の支出について
66,997,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（追加費用負担金）の支出について
198,380,813

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（８月分）の支出について
6,793,789

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
51,408

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（８月分）の支出について
249,109

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（９月分）の支出について
14,471,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（追加費用負担金）の支出について
42,594,492

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（８月分）の支出について
7,267,903

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
27,924

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（８月分）の支出について
589,174

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（９月分）の支出について
87,432,989

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（追加費用負担金）の支出について
260,857,538

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（８月分）の支出について
13,506,641

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（８月分）の支出について
450,016

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（８月分）の支出について
463,461

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（９月分）の支出について
7,025,010

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（追加費用負担金）の支出について
20,652,363

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（８月分）の支出について
1,118,309

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（８月分）の支出について
205,576

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立特別支援学校　ネットワーク環境調査業務委託経費の支出について
2,970,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用スコップの購入の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラの購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,643,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白うちわ購入の支出について
4,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フロアー用塗料外購入の支出について
267,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室　照明器具取替工事の支出について
346,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
94,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍　授業改善のための学習指導案の購入の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 第５０回学校行事研究全国大阪大会資料　印刷の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習　河内音頭講師記念品購入（９／１）の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
379,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入」の支出について
284,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン用イスキャップ　外　購入の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　購入の支出について
32,562



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一」外　購入の支出について
24,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館床用ワックス　購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
12,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ他購入の支出について
62,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール液用ボトル　外　購入の支出について
13,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 展示物用名前クリップ購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
5,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書及び指導書　購入の支出について
147,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
6,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編あたらしいこくご一外購入の支出について
17,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　購入の支出について
31,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白玉セット外購入の支出について
32,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動のこぎり　外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム風船他購入の支出について
45,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング材他購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ドリル２学期分の購入の支出について
30,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペンインク　外購入の支出について
66,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤　外　購入の支出について
23,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,114,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当りゴム　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコンプレッサ　外の購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸張替用ネット外購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットリング　外購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白リボン外購入の支出について
42,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗ポーチュラカ外購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コードドラム　外　購入の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスネット（網戸用）購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
330,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
47,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂かぎ等取替補修工事の支出について
65,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グランドスピーカー補修工事の支出について
80,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽修理補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排水補修工事の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室出入口シャッター補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門・南門塗装補修工事の支出について
128,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇取替工事外の支出について
71,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室　空調機補修工事の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
3,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト等補修点検分解清掃の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
29,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保存食用冷凍庫修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替外修理の支出について
80,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室コンビオーブン修理の支出について
15,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 野菜裁断機刃交換の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
267,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　冷凍冷蔵庫修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サンダー他修理の支出について
4,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にともなう交通費（５年生・９月２日）の支出について
6,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,933,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,831,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン回収運搬料　外の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研磨の支出について
7,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室網戸張替外修理の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃交換の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン回収運搬料　外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎ外の支出について
13,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
277,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎ　外手数料の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 管理作業員室和室清掃の業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 『標準学力調査』業務委託の支出について
104,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
151,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いなばの白うさぎ」外購入の支出について
239,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あしたあさってしあさって」外購入の支出について
60,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
108,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「外国人教育」に関する講話に伴う謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用ヘルメット購入の支出について
26,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス外購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「モンタニャールの詩」　購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用教科書　国語　１年　上　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーラスピース楽譜他９点購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外　購入の支出について
22,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外購入の支出について
7,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
64,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外の購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト「Ｍａｎａｖｉ２０１５」外購入の支出について
68,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光学台外の購入の支出について
64,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏　外購入の支出について
20,428
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
154,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用教科書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具（ポスターカラー）白　外　購入の支出について
91,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レセプタクル　外購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（Ｈ２７．４月～７月）の支出について
16,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ　購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
65,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 各種スチール書架　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蒸発皿　外　購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,304,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 地下機械室空調設備用温水ヘッダーバルブ取替工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館音楽室外鍵交換の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３Ｆ教室電気不点補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エレキベース修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外時計修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,328,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,073,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング処理手数料の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
31,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大原御幸」　外購入の支出について
363,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『東京バンドワゴン』ほか購入の支出について
281,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック外購入の支出について
17,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
127,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 矢形プラグ外購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 伐木等の業務に係る特別教育資料代外の支出について
2,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,489,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 問題作成ソフト「Ｘａｍ２０１５日本史」他　購入の支出について
81,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館２階インテリア計画室換気扇設備工事の支出について
152,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
444,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
250,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 耐震工事に伴う重量物運搬の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
24,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等の業務に係る特別教育資料代外の支出について
12,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
870,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修繕部品の購入の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室テーブルレンジ外修理の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
143,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
107,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 給食室　換気扇・扇風機清掃　手数料の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
32,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドレーキ　購入の支出について
29,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パーソナルオーディオシステム購入の支出について
139,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ「高校入試図版工房２０１５年版社会」購入の支出について
5,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 人体骨格模型外購入の支出について
45,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室クロス張替工事の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室倉庫扉補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ漏水補修及び水栓取替工事の支出について
195,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調室内機洗浄工事の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド防球フェンス補修工事の支出について
159,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替補修工事の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室給水管漏水補修工事の支出について
166,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３年生教室照明器具取替工事の支出について
220,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 一階廊下引違い戸他補修工事の支出について
355,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備室内機分解整備工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ　センサー設置工事の支出について
431,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
726,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館階段踊場シャッター補修工事の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １学年普通教室照明器具取替工事の支出について
242,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇漏水補修工事の支出について
269,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替工事の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
410,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プロジェクター取付配線工事の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠設備増設工事の支出について
603,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自転車置場補修工事の支出について
567,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室・職員室行給水管配管替工事の支出について
408,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室外　床補修工事の支出について
800,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガラス引違保管庫購入の支出について
57,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 本棚の購入の支出について
91,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オーケストラチャイム（仕様書）購入の支出について
544,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 こつまおどり講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 運動会用音楽ＣＤの購入の支出について
5,940



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 バスケットボール講習会講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ひょうたんモール　外　購入の支出について
25,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」にかかる講師謝礼８／６の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
235,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット他購入の支出について
122,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　ほかの購入の支出について
225,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
261,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　外　購入の支出について
22,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」　他購入の支出について
306,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬他購入の支出について
69,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度教師用教科書・指導書の購入の支出について
340,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一」外購入の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書『新編あたらしいこくご一下』外購入の支出について
342,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤他購入の支出について
17,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作業ベルト　外購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸用網外４点の購入の支出について
38,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布（黄色）ほかの購入の支出について
37,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
370,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アッテネーター取替補修外工事の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽ボールタップ漏水補修工事の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運搬台車修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替工事の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
91,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費９／３の支出について
8,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞にかかる参加児童交通費（９／３）の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事務室移転にかかる書庫等　物品運搬料の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンフィルターの洗浄の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式チェンソー　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＹＳＨ教育指導者養成研修会資料購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金属用ドリル刃　外の購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　外　購入の支出について
56,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー　外の購入の支出について
54,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
91,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール　練習球　外　購入の支出について
164,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合板木材外の購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック　ほか　購入の支出について
42,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺抜きピンセット　外の購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館男子トイレ和式トイレ修理工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノ調律の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器カホン購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 紗テトロン買入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 柔道更衣室及び体育館鉄扉鍵補修工事の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 グローバル体験実習にかかる生徒交通費９／２の支出について
7,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドタオル　購入の支出について
17,496
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
120,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗ポールロープ補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 歩行者訓練用具補修及び塗装工事の支出について
155,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ゴミ置き場周辺屋根張替及び塗装工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンパクト木琴購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室厨房内チャイム設置工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａー１フィルター修理の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取り替え補修工事の支出について
579,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
691,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床グレーチング補修の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
180,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレブース補修工事の支出について
198,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室塗装工事の支出について
251,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外時計移設工事の支出について
172,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン外仮設配線工事の支出について
64,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター（モノクロ）購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンビネーションレンジ購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塗料他営繕塗装作業用品の支出について
39,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー他購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人形遊びセット３セット購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＷＡＸ購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ベックスの購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 天井扇取替え工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 輪転機インク　外購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」　外購入の支出について
377,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリカ波板外購入の支出について
68,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙　外購入の支出について
14,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
146,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン　他購入の支出について
31,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく　他購入の支出について
33,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 障害物ネット外２点の購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示具外購入の支出について
69,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用三脚　購入の支出について
21,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「東書　新しい国語　一下」外購入の支出について
352,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
49,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニほうき外購入の支出について
38,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
36,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指アルコール消毒液購入の支出について
18,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入の支出について
4,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバーイヤホン　外　の購入の支出について
11,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱安全衛生教育受講料他の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルワイヤレスアンプ他　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛外購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
35,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス移動台車外購入の支出について
45,468
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金色インク外購入の支出について
128,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外　購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用後期教科書購入の支出について
20,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしい国語教師用指導書　外購入の支出について
342,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙外購入の支出について
67,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン用詰め替えインク　他購入の支出について
35,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室　ガスヒーポン修繕部品　購入の支出について
34,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験学習にかかる抹茶外購入（９／４）の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
87,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　外１点購入の支出について
271,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室用換気設備整備工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入れ替え　補修の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室ガス漏れ補修工事の支出について
2,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水漏れ補修工事の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバット　フッ素加工の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホテルパンテフロン加工修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫部品交換の支出について
67,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（９／４）の支出について
7,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（９／４）の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室換気ダクト清掃処理手数料の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去業務委託の支出について
84,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学　付添教職員入場料（９／４）の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童入館料（９／４）の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（９／４）の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 水泳記録会にかかるプ－ル使用料（９／４）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ他　購入の支出について
161,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランシーバーイヤホン　外　の購入の支出について
54,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしりたんてい」他　購入の支出について
229,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱安全衛生教育受講料他の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「みんなで！手話で！」外購入の支出について
30,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ、他購入の支出について
43,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク、他購入の支出について
71,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
86,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット用インクカートリッジ他購入の支出について
72,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土　ほか　購入の支出について
12,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
110,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
32,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビー用プロテクター外　購入支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール用ユニフォーム　購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筒型バチケース外購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バンドソー替刃購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書「あたらしい国語１上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯みがき指導用パペット　購入の支出について
29,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外２点の購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関水入り防止補修の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室照明器具取替補修外の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加生徒交通費　９／４の支出について
77,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテン等クリーニング処理手数料の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 エアコン清掃業務委託外の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 エアコン清掃業務委託外の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 筒型バチケース外購入の支出について
250,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
66,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日刊工業新聞（４～７月分）購読料の支出について
18,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 燻煙殺虫剤購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール外購入の支出について
173,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学習時計外　購入の支出について
72,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ターボジャブ　ほか　購入の支出について
51,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉取替工事の支出について
454,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スプリンクラー埋設配管改修工事の支出について
976,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室外黒板改修工事の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコン故障箇所点検・修理（ＬＬ教室２　他）の支出について
923,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 管理棟２階照明器具増設工事の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南館４階西階段シャッター取付工事外の支出について
322,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
59,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
98,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 日課放送装置　購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セフティーマット　購入の支出について
81,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂場用バケツ　外の購入の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
33,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
142,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
42,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 営繕作業にかかる物品の購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理者講習　講習費の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 アクティブラーニングに関する講師謝礼金の支出について
22,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業研究推進委員会にかかる講師謝礼金他の支出について
10,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科夏季研修会にかかる講師謝礼金の支出について
43,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 自立活動研修会にかかる講師謝礼金の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障害に関する研修会講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修会講師謝礼の支出について
13,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 色覚研修にかかる講師謝礼金の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 林業用ヘルメット購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
353,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
41,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
3,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セットン布外購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
369,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールリングネット　外　購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機部品購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校内用インターホン　外購入の支出について
272,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバスケットボード　外購入の支出について
131,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
240,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外２点の購入の支出について
69,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,380,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー外２点購入の支出について
20,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプ用部品「フィラネック」外　購入の支出について
9,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用「例解小学国語辞典第六版ワイド版」購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
12,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
143,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,515,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下教師用指導書外購入の支出について
183,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザー複合機購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
855,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール消毒剤購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的ネット　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,284,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　外　購入の支出について
42,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご下」他購入の支出について
289,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー他購入の支出について
161,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
20,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書教科書「こくご１年下」外購入の支出について
302,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
352,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　他　購入の支出について
31,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,747,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編新しい国語三下」外購入の支出について
13,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエステルリボン　外　購入の支出について
61,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一外購入の支出について
17,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化粧板の購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文マグフレーム　外９点の購入の支出について
168,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 純正トナーカートリッジの購入の支出について
26,676
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」外購入の支出について
7,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関階段タイル補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気ダクトの補修・点検・分解清掃の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭樹木伐採の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館トイレ建具補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段手摺補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠補修工事の支出について
95,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　換気ダクト分解清掃及び組立の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇分解清掃の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解清掃の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 植物桝撤去工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒補修の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰフロンガス配管修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用スライサー修理の支出について
23,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張り替えの支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修繕の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 芝刈り機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ふれあい学習にかかる切手の購入（９／４）の支出について
21,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎増改築に伴う重量物運搬費経費の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（９／７）の支出について
1,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 教室換気扇清掃の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室カーテンクリーニング処理手数料の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ダクト及び冷蔵庫上部等洗浄清掃の支出について
74,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場砂場砂消毒および補充業務委託の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解清掃業務委託の支出について
199,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 鯰江運動場利用にかかる使用料（９月４日）の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる通行料金（９／５）の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロア　購入の支出について
75,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 楽譜外購入の支出について
211,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「色の大研究」　外　購入の支出について
237,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マララ」他購入の支出について
205,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニフォームマーク　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　他購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ用ホース外購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
38,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
74,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,551,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他　事務用品類購入の支出について
68,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナーカートリッジ　購入の支出について
38,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 だいこん種外購入の支出について
29,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
7,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集じん機ほか　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ外購入の支出について
43,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ法残留塩素測定器　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雲華紙外　購入の支出について
45,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
23,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
510,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外　購入の支出について
88,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用布　外の購入の支出について
38,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,730,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布　購入の支出について
8,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,732,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン土間ほうき　外　購入の支出について
41,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
64,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
134,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,627,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階女子便所補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術準備室のガラス入替え補修工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館西側３階女子トイレフラッシュバルブ修繕工事の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頭部張替えの支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 卓球台キャスター取替修理の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室カーテンクリーニング処理手数料の支出について
97,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室用カーテンクリーニング委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入場料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスオーブンレンジ　購入の支出について
199,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かんぱい！シリーズ」外　購入の支出について
144,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「百日紅　上」ほか２３７点　購入の支出について
251,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「文学入門きっかけ大図鑑」外　購入の支出について
362,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ課題研究講座」にかかるＴＡ謝礼金の支出について
2,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外購入の支出について
31,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
30,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水質管理測定器他購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 社会教材ソフト　センターＴｅｎ２０１５外購入の支出について
76,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 長３封筒印刷の支出について
25,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 六角軸ドリル外購入の支出について
28,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター外購入の支出について
45,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
441,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
72,727
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
349,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＰＤ科職員室シリンダー錠の修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職用応募書類発送に係る郵送料の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験入学案内郵送料（９／４）の支出について
27,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類送付（９／４）に伴う郵便切手購入の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募にかかる書類発送郵送料（９／４）の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職用応募書類送付にともなう郵送料の支出について
72,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 保健室シーツ及び枕カバークリーニング処理手数料の支出について
2,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 図書館蔵書点検用機器の借入（レンタル）料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
16,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
116,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
45,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
94,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
103,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ成人用パッド外購入の支出について
99,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 新編　あたらしいこくご　一下教師用指導書外購入の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
162,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 モバイルルーターデータ通信料（７月分）の支出について
3,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者安全衛生教育受講料（９／７）の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
38,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ購入の支出について
22,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球用バット　外　購入の支出について
51,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 児童介助用車いす　外購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーなるこ購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設管漏水補修工事の支出について
167,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床面防滑工事の支出について
514,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド　破損給水管補修工事の支出について
279,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解整備工事の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食配膳室スロープ設置工事の支出について
326,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床溝枠補修工事の支出について
276,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室流し台撤去工事の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床補修工事の支出について
183,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター他補修工事の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎雨漏り補修工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃の支出について
115,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室便所排水口詰まり補修工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解清掃工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室床面補修の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備補修工事の支出について
386,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎庇補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽ボールタップ外取替補修工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室床カーペット張替工事の支出について
384,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室手洗い器取替工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管通貫清掃工事の支出について
135,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　照明取付工事の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室天井ボード・壁紙張替工事の支出について
199,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館４階デザイン準備室ＬＡＮ工事の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管補修・清掃通管工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 人工芝設置工事の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸レール・網戸取付工事の支出について
65,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ前手洗い場照明新設工事の支出について
69,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 太陽電池駆動式壁掛時計　校舎壁面取付工事の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北校舎１～３階自動火災報知表示灯の設置の支出について
193,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 視力検査器購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号機購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 児童介助用車いす　外購入の支出について
45,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
11,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
11,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブックカバー購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
83,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スチール書庫購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業研究推進委員会にかかる講師謝礼金他の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ツリーチャイム　購入の支出について
18,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
1,166,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テッシュ・洗剤他購入の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオ一体型ＤＶＤレコーダー購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歌集　新版みんなのうた　外購入の支出について
61,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　他　購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水菜の種　外　購入の支出について
4,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
1,477,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用樹脂ワックス　外の購入の支出について
28,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
315,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教科書（後期用）購入の支出について
322,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯（２０形）外３点購入の支出について
12,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小旗外購入の支出について
12,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外の購入の支出について
66,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
16,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
440,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地図パズル他　購入の支出について
28,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全教育（刈払機取扱）受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場用マーク　購入の支出について
10,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙　外　購入の支出について
29,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
357,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる抹茶外購入（９／７）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドライ用移動台キャスター取替修理外の支出について
66,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱上布張替修理の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 西館２階音楽室クーラー修理の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用スライサー修理の支出について
38,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインドの修理の支出について
14,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
235,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ステンレス網戸張替補修の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（９／８）の支出について
8,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎの支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎの支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
97,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
195,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめての草花あそび」他購入の支出について
106,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おおかみだあ！」外の購入の支出について
353,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いすうまくん」ほか購入の支出について
310,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全教育（刈払機取扱）受講料外の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
17,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
24,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙バンド　外　購入の支出について
64,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
900,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
983,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
604,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
163,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ　外　購入の支出について
67,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外　購入の支出について
23,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード外購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター他購入の支出について
171,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
23,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 練習用短冊並幅　柄入り他購入の支出について
54,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬請負の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器の運搬業務の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング処理手数料の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「手つなぎラッコ」他購入の支出について
336,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「今昔ものがたり」他　購入の支出について
329,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　　外（集約物品）購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 血圧計用ゴム球外購入の支出について
12,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ他購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会案内用書類送付（９／７）用郵送料の支出について
46,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外の購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スズランテープ外の購入の支出について
8,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型温湿度計の購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 式典用国旗購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ「ＭＹ　ＳＯＮＧ　５訂版上巻」外購入の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エクササイズマットほか購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 組立式ステンレスワゴン　外　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事にかかる支出について
271,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール洗眼用給水止水弁取替工事の支出について
56,376
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火シャッター修理工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム　購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 さをり織機の購入の支出について
88,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 組立式ステンレスワゴン　外　購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器の購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 筝購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動式両面回転音楽用五線黒板購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 熱電対の購入の支出について
55,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布カラーガムテープ外購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
4,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平均台購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トンネル遊具の購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園舎テラス庇鉄骨部分の塗装工事の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 夏季研修会講演会講師謝礼の支出について
16,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」にかかる講師謝礼８／６の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学あたらしい体育１年」外購入の支出について
140,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「歌はともだち」購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「良い姿勢と運動器」外　購入の支出について
34,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご一」外の購入の支出について
389,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編あたらしいこくご一　外　購入の支出について
305,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレー殺虫剤　外購入の支出について
48,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
247,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
72,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
512,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　外購入の支出について
83,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォータークリーナー　外購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　他　の購入にかかる経費の支出について
87,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　外購入の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用ホテルパン他購入の支出について
80,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯器　購入の支出について
75,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用さんすうボックス外購入の支出について
58,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　他購入の支出について
104,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外購入の支出について
29,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 厨房排水溝通管工事の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
39,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカセットレコーダー修理の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用網戸修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修繕の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室配膳棚網戸の張り替えの支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験学習（９／９）交通費及び観覧料の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自尊感情育成教育にかかる案内作成用官製葉書購入の支出について
3,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験活動にかかる参加児童交通費（９／９）の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 夏休み児童絵画作品応募にかかる作品発送費の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 換気扇およびブラインド清掃の支出について
89,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室換気扇等洗浄手数料の支出について
50,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定にかかる業務委託の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年体験学習（９／９）交通費及び観覧料の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 児童プール学習にかかる施設使用料（９／１５）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 しゃもじ　他　の購入にかかる経費の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー　外購入の支出について
85,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のあいさつ」外購入の支出について
253,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　クムのおきゃくさん　他　の購入の支出について
384,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業外特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等作業従事者特別教育受講料の支出について
14,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「環境と共生する暮らし」外購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールほか購入の支出について
179,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸購入の支出について
7,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠外購入の支出について
66,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット外の購入の支出について
107,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
297,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーワイヤー外購入の支出について
75,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 むかで用ベルト、外購入の支出について
242,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 むかで用ベルト、外購入の支出について
72,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
349,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防犯用カメラ購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ストレートドリル（φ ５．５）他購入の支出について
24,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド扇風機購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長応接室空調設備修繕の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 彬々寮電気メーター取付板取替補修工事の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフティングマシン点検修理の支出について
99,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援ノートパソコン修理の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター点検修理の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 マイクロバス借上げの支出について
64,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図説　土木用語事典」他購入の支出について
146,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンギングフォルダー外の購入の支出について
12,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
1,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー用刃物取替修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドライヤー　外　購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両手鍋　外　購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室洗濯機用水栓工事の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ空調室外機補修工事の支出について
11,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂音響機器設置工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室調理場三層シンク給湯管漏水修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室壁面補修工事の支出について
128,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋設水道管漏水補修工事の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機補修の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室・校長室ＧＨＰ空調機修理の支出について
153,390
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管詰り修理の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｂ棟４階教室鋼製扉補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場　遊具解体撤去工事の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替修理の支出について
644,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 傘たて撤去工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２音楽室カーペット張替補修工事の支出について
260,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂床補修工事の支出について
647,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎接合部他天井補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３－６教室漏水補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室床補修工事の支出について
970,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 人工芝貼り替え工事の支出について
912,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
721,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鑑賞池　防水及び補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 被服室他壁掛扇風機設置工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
107,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スロープ　購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
9,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
806,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小麦粉外の購入の支出について
12,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タイマー　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 ＳＰＨ事業文書送付用切手購入経費（９／１０）の支出について
12,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
6,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数直線シート購入の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
85,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
296,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語指導書３上外購入の支出について
136,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
380,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
62,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯丸のこ等安全衛生教育受講料の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤外購入の支出について
45,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画板　外購入の支出について
20,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンコード外購入の支出について
111,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
337,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドギロ　外　購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
66,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカー丸型の購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験にかかる和菓子購入（９／１０）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
40,905,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関小門クローザー取付補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ配管修理の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事にかかる支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機の修理の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理機器フードスライサー修理の支出について
33,004
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 科学館美術館見学にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 汚泥収集運搬及び処理業務の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定にかかる業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 わたの体験学習道具使用料（９／１０）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にともなう付添教職員入場料（９／１０）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 科学館美術館見学にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯丸のこ等安全衛生教育受講料の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講義用検流計外購入の支出について
94,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
95,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「全国高校入試問題正解　国語」外購入の支出について
23,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室ガスヒーポン修理部品　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルバッグ　外　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用替刃セット他購入の支出について
34,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
95,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布やすり外購入の支出について
39,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　外購入の支出について
109,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品（サーモスイッチ）購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
33,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
82,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オムニホイ－ル外購入の支出について
58,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
22,673,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ替え工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機のオーバーホールの支出について
198,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年職業体験学習に伴う参加生徒交通費の支出について
3,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講義用検流計外購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
42,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,241,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 門真スポーツセンター施設使用料の支出について
351,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,053,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 等賞旗　他　購入の支出について
129,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サンプルケース　他　購入の支出について
24,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球用マスク　購入の支出について
9,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室ＧＨＰ補修工事の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具改修工事の支出について
498,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館図書室床カーペット貼替工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備配線補修工事の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室床板補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者便器取替工事の支出について
277,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プログラムタイマー　購入の支出について
211,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　長唄三味線外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガラス引違保管庫外購入の支出について
171,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　他の購入の支出について
82,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵の具外購入の支出について
34,819
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂場用車セットの購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 校園長戦略予算事業　筆　外７件購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 手すりの修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 現職教育研修にかかる講師謝礼金の支出について
8,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究会指導にかかる講師謝礼の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 体育科教育講演会講師交通費相当額の支出について
29,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ポプラディアネットライセンス購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外の購入の支出について
382,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　第３８回特別支援教育講座参加費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
74,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書及び指導書　購入の支出について
386,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
314,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２７年度教師用指導書・教科書（後期分）購入の支出について
332,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用書架　他購入の支出について
255,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
35,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
352,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶケーブル　外　購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご１」外購入の支出について
139,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書　購入の支出について
369,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語読解習熟プリント　外　購入の支出について
49,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　他購入の支出について
234,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ　外　購入の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブルリール　外購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラムチャイム他購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用感光体ドラムユニット　外　購入の支出について
66,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
153,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　他　購入の支出について
126,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機部品パワーユニット　外　購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発ぽうポリスチレン栓外購入の支出について
22,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）　購入の支出について
250,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「こくご１下」　外購入の支出について
258,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
12,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却パック　外　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん外購入の支出について
30,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
28,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　他　購入の支出について
167,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
18,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
137,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」他購入の支出について
317,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット外購入の支出について
210,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てビニール手袋　外　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　他　購入の支出について
72,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書の購入の支出について
377,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平面鏡外購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 魚釣り大会にかかるえさ購入（９／１０）の支出について
9,300



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯セット　外の購入の支出について
51,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックベル他購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動（生け花）実施に伴う花束購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード外購入の支出について
92,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
295,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラケット　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ他購入の支出について
332,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル外　購入の支出について
73,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学力ドリル　外購入の支出について
15,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ　外　購入の支出について
38,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
73,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解清掃業務委託の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室蛇口漏水補修工事の支出について
66,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラリ枠取替補修の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池バルブ取替工事の支出について
27,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関通用門扉補修工事の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 倉庫扉外補修工事の支出について
109,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年１組ガラス割れ替え工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ボイラー減圧弁他補修工事の支出について
103,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室洗濯排水通管補修工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン外修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ設備修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料　ほかの支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学参加児童交通費（９／１１）の支出について
8,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（９月１１日の支出について
13,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会体験学習（９／１１）参加児童交通費他の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 尿石除去業務委託及び換気扇清掃等手数料の支出について
145,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁刃研ぎの支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎの支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料　ほかの支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去業務委託及び換気扇清掃等手数料の支出について
102,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃および尿石除去業務委託の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除にかかる薬剤散布業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 床面洗浄樹脂ワックス仕上業務委託の支出について
94,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝清掃業務委託の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 照明器具等清掃　業務委託契約の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会体験学習（９／１１）参加児童交通費他の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム他購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用電波掛時計購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こころとしんぞう」外購入の支出について
264,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふしぎなかいだん」外購入の支出について
90,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　１２歳からの伝説シリーズ他の支出について
172,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「例解学習国語辞典」外購入の支出について
191,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「算数パズルの本」外　購入の支出について
352,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「一休さん」外購入の支出について
337,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「おりがみ１２か月」他　購入の支出について
193,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新編　あたらしいこくご　上　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　外　購入の支出について
56,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカーほか　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市立小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アニメ判用フィルム　外購入の支出について
29,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 力学テープ外購入の支出について
31,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外購入の支出について
45,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外　購入　の支出について
44,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料外の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外　購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 替刃　他　購入の支出について
61,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット　外購入の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
24,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
465,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　国語１年上　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスターほか購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
486,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀ほか　美術用品購入の支出について
134,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外購入の支出について
58,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書（小学校教科書）　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易光学台　外　購入の支出について
197,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用ブロード布地　購入の支出について
35,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス湯沸かし器外　交換工事の支出について
77,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室等カーテンクリーニング処理手数料の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 映画「チョッちゃん物語」上映業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「「いのち」の教え」外　購入の支出について
112,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「脚本集３・１１」、他購入の支出について
45,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ等取扱作業従事者教育受講料外の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
3,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（８月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
3,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
3,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 安全ブレーカー外購入の支出について
19,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
37,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具取扱作業者の安全衛生テキスト代他の支出について
1,234
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール水温計購入の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングマット他の購入の支出について
49,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館３階男子トイレ手洗い修理の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械工場照明修理の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料窓口支払８月分（９月１１日）の支出について
54,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業者の安全衛生テキスト代他の支出について
9,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーの購入の支出について
15,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会体験学習にかかる参加児童交通費外９／１１の支出について
8,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 放射温度計　外　購入の支出について
73,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 可動式教室机外購入の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
112,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アクアリウム　他　購入の支出について
23,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室背面掲示板改修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室床改修工事の支出について
675,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　修理の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根補修工事の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター　修理の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 衛生設備各所補修工事の支出について
459,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 腐食に伴う配管改修ガス設備工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室クロス張替工事の支出について
85,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ補修工事の支出について
369,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 サッシ窓ガラスのコーキング補修工事の支出について
276,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール他雨漏り補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室照明器具取替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター　修理の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床補修工事の支出について
289,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水ポンプ補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン増設配線工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食調理室手洗器設置工事の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタイマー　購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 こなえのぐの購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄琴・木琴スタンドの購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙　他の購入の支出について
64,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 空調機部品修繕の支出について
34,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 室内壁紙塗料　外購入の支出について
102,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ブックトラック　外　購入の支出について
64,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本通訳翻訳学会第１６回年次大会参加費の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
374,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピストル用雷管外購入の支出について
52,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土ほか購入の支出について
5,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒　購入の支出について
6,123
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー外の購入の支出について
24,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーラベル外の購入の支出について
98,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッシングオイル　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿他購入の支出について
16,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしいこくご一下」　外購入の支出について
141,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温水洗浄便座購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書（後期分）の支出について
397,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外の購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ外購入の支出について
156,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振り子衝突実験器外購入の支出について
69,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホログラムテープ　外　購入の支出について
25,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン外購入の支出について
74,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
89,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書管理用ソフト外購入の支出について
184,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　購入の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
226,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外の購入の支出について
167,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト点検補修及び分解清掃の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北面外壁柵塗装補修工事の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室錠前補修の支出について
399,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修繕部品取替の支出について
90,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
44,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室引き戸鍵取替修理の支出について
287,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室扉鍵修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室空調機部品交換修理の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室エアーコンディショナー修理の支出について
9,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費（９／１４）の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 絵画作品の出展にかかる通信運搬費の支出について
8,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費及び会場使用料の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎの支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎの支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解・洗浄委託料の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛け業務委託の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費及び会場使用料の支出について
8,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年ふれあい合宿（９／１４～１６）使用料の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機の購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校図書管理用ソフト外購入の支出について
103,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書行ってみよう！社会科見学　外購入の支出について
153,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
105,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックスの購入の支出について
90,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
39,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
97,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　他　購入の支出について
141,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
26,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
323,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックカーボン紙　外　購入の支出について
78,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スズランテープ　外１２点の購入の支出について
87,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルスケール　外　購入の支出について
44,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
74,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー　外３点　購入の支出について
57,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「くりかえし漢字ドリル１年」　外　購入の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 太枝切鋏外購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書図書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ローラーフレーム　外購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「国語１年」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラケース外購入の支出について
360,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計　外　購入の支出について
73,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス外購入の支出について
65,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館床フローリング補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 レピータ盤補修の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 理科室実験台天板張替補修の支出について
144,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヤマハＧＨＰ室外機ファン修理の支出について
48,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂｂクラリネット、外修理の支出について
191,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 グランドピアノ運搬料の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンのクリーニングの支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 部活動体験にかかる傷害保険料の支出について
1,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災学習にかかるバス借上げ料の支出について
101,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「レザークラフト」外購入の支出について
255,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「神様のカルテ」外の購入の支出について
236,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（仕様書）購入の支出について
824,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノールの購入の支出について
13,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（Ｂ４）外１点の支出について
88,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 超硬ボールエンドミル外１点購入の支出について
16,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シュウ酸アンモニウム外購入の支出について
49,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
53,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室シンク漏水修理の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
39,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテストデータ処理業務委託の支出について
155,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掲示板購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自衛消防業務講習（新規）受講料の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット　他　購入の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用指導書「小学校国語１年上」外　購入の支出について
398,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 収納付きロビーチェア　外　購入の支出について
114,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽スプリンクラー配管漏水修理の支出について
164,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納付きロビーチェア　外　購入の支出について
144,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カスタネット　他　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紅白大玉　他　購入の支出について
43,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面脚付きホワイトボード購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 患者用回転イスの購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外　購入の支出について
68,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外１点の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　ほか　購入の支出について
36,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タンバリン　外　購入の支出について
129,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラの購入経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外電用電話主装置・電話機の交換補修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室室外機のコンプレッサー補修の支出について
175,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高圧ケーブル補修工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠補修工事の支出について
75,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 オーバーフロー排水管破損箇所補修工事の支出について
567,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室雑排水管詰り通洗管工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 土間補修工事の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高等部ホール床貼替工事の支出について
803,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 生徒会室空調機入替工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床板補修工事の支出について
293,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 網戸取付工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
719,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板補修工事の支出について
475,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレブース改修工事（２号館３階）の支出について
351,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テニス用支柱補修工事の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 作業棟動力電源　他　工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティンパニの購入の支出について
153,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
47,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い指導用チェッカーの購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布テープ　外４９件の購入の支出について
183,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 食育エプロン及びたべものかるたの購入の支出について
12,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 工作用のりの購入の支出について
9,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス外６件購入の支出について
49,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂型セットの購入の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 薬用石鹸　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ（５台）の購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ウサギ小屋下端隙間整備工事の支出について
22,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
137,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 コミュニケーションロボット　購入の支出について
216,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
179,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
59,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用指導書、教科書購入の支出について
213,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
24,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールスクリーン　購入の支出について
397,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書の購入の支出について
206,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル外の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
15,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
198,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材ＤＶＤ　他　購入の支出について
43,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編あたらしいこくご一下」他購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書新編新しい国語一下　外　購入の支出について
176,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書、指導書購入の支出について
243,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セロテープ台他購入の支出について
304,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書後期分購入の支出について
298,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインマーク　外　購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご１年下」　外　購入の支出について
5,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
263,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　他購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッシ用戸車の購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　国語１年下　外　購入の支出について
182,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書と指導書購入の支出について
251,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書購入の支出について
215,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤購入の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙マスク外購入の支出について
69,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕の筋肉構造模型購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーロール不織布外購入の支出について
64,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
200,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割板他購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下教師用指導書外購入の支出について
308,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
189,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水　他購入の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
7,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
17,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外２点購入の支出について
26,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
55,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
29,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
51,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　外　購入の支出について
58,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線シート　他　購入の支出について
43,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台ふきん外購入の支出について
83,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 昆虫飼育マット　外　購入の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
316,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操リング購入の支出について
29,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
69,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
63,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓋付きボール　他　購入の支出について
140,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用教科書・指導書の購入の支出について
291,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書購入の支出について
285,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期用指導書・教科書　購入の支出について
341,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴他購入の支出について
81,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外　購入の支出について
168,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
42,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
306,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしいこくごー下」外購入の支出について
208,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
347,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリミョウバン　外購入の支出について
11,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科指導用硬筆指導板外購入の支出について
108,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー外の購入の支出について
53,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
134,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期分）　購入の支出について
334,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハッピ　購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
347,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
172,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイ　外　購入の支出について
71,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
49,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
170,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他　購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 記録温度計外購入の支出について
109,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
224,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
88,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度小学校教師用教科書外　購入の支出について
321,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「おだんごぱん」外　購入の支出について
280,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ひご　外購入の支出について
250,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用てこ外１１点購入の支出について
43,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用輪切刃他購入の支出について
74,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木の実穴あけ器外購入の支出について
132,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
56,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書　の購入の支出について
280,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード貼り替えの支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ壁タイル補修工事の支出について
188,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールＰ．Ｓ扉補修工事の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室床面補修樹脂加工工事の支出について
198,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 遊具塗装工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台幕駆動装置補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室防水コンセント修理工事の支出について
15,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食物資用門扉　外　塗装工事の支出について
194,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室内壁面塗装工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 飲料水貯水槽警報用設備修理の支出について
64,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
75,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
47,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室扉錠取替修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽水槽修理の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス炊飯器内釜フッ素再加工の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃の取替修理の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　刃取替の支出について
23,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー補修の支出について
64,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
34,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理請負の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎建築にともなう重量物運搬の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかる参加児童交通費（９／１５）の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 プール学習にかかる参加児童交通費（９／１５）の支出について
97,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学参加児童の交通費及び観覧料の支出について
4,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 残土・ガラ処分にかかる手数料の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー　刃取替の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー用プレート刃研磨・付替調整の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサ刃研磨手数料の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ワックス掛け業務委託の支出について
214,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び薬剤散布業務委託の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
168,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 サッカーゴール　外　解体撤去処分　業務委託の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教室床面ワックス掛け業務委託の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防草作業業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
125,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ洗浄清掃の委託料の支出について
105,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 便器尿石除去にかかる業務委託の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 植え込み除草作業業務委託の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学参加児童の交通費及び観覧料の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学付添教職員の観覧料の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（９／１５）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 吉野町運動場使用にかかる使用料（９／１４）の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童体験材料費（９／１５）の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル外の購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓上木琴他購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
140,616
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
117,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤ／ＣＤレコーダー購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「さるじぞう」他　購入の支出について
321,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ニューワイド学研の図鑑」他購入の支出について
240,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　へんしんオバケ　外　購入の支出について
58,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「くさばないきものずかん」外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書たのしいしかけえほんセット外購入の支出について
213,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふしぎなかいだん」外購入の支出について
380,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図書館のトリセツ」外購入の支出について
259,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「超人気絵本セット」外購入の支出について
356,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あらしのよるに」外の購入の支出について
120,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ネルソン・マンデラ」他購入の支出について
183,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はじめてのキャンプ』外購入の支出について
385,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道作品展示ポケット他購入の支出について
21,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート　日本７地方別地図他購入の支出について
173,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム　購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
37,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　外購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「高校入試問題工房２０１５年版国語」外購入の支出について
32,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス支柱部品購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ　外　購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外６点の購入の支出について
29,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
87,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エコカルタ掲示にかかる模造紙の購入（９／１５）の支出について
7,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度大阪市立小学校教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キルト生地　外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一上」　外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 仕立旗布　購入の支出について
12,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　小学校１年国語（上）　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
126,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板購入の支出について
33,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　１年」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
74,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＫＭＫケント紙　外購入の支出について
18,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり外購入の支出について
112,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「国語１年上」　外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語絵ノート　外　購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュート　外購入の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
83,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工場扇風機購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊外購入の支出について
89,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒液他購入の支出について
9,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラーほか購入の支出について
29,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修繕部品購入の支出について
35,964
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科用教科書「あたらしいこくご１上」外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書新編あたらしいこくご１上外の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インカム　外　購入の支出について
37,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式用ヘルメット外購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科用図書「新しい国語４下」外購入の支出について
5,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手縫い糸外購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「衣服と住まい」外購入の支出について
43,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
33,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石　外　購入の支出について
58,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽指導用ＤＶＤ外の購入の支出について
41,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外　購入の支出について
73,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チップソー　外　購入の支出について
37,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール制御盤修理の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口シャッター補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館２階ガラス入替工事の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 更衣室出入口窓ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口扉補修工事の支出について
38,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓補修工事の支出について
5,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室　照明用スイッチ取替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 技術室窓ガラス入替工事の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内の消防用設備の補修工事の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理、他の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器配管ガス漏れ修繕の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡点検・修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用リビルトスタータ外購入の支出について
101,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
2,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 水フォーラム冊子印刷の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 本館６階男子小便器センサー不良修理の支出について
90,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「図書館用図書購入」の支出について
83,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「低炭素社会」ほか購入の支出について
79,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ジャイロスコープ」外　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふしぎなにじ」他購入の支出について
141,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接講習受講料の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー丸ひも外購入の支出について
83,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モップスペア外購入の支出について
136,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ねまき　他　購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　外　購入の支出について
88,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マットレス　外購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 交流教育にかかるバニラエッセンス他の購入の支出について
6,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
397,057
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター　外購入の支出について
95,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　外　購入の支出について
24,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マット紙　外購入の支出について
42,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 膨張弁コイル　外　購入の支出について
48,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご教師用指導書１下　外　購入の支出について
202,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ａ棟３階　多目的室　空調機修理工事の支出について
87,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓用換気扇取替修理工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードブレンダー修理の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
59,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＥＣＯ冷風機購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外　購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 計算機付レジスター外の購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼黒板　購入の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニバット購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小学校音楽教科書伴奏集購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 変換器　他　購入の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バーベルプレート外購入の支出について
42,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 収納ラック　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 暗幕カーテン購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 噴霧器　購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防滴デジタルビデオカメラ購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステープラー　購入の支出について
2,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ギターアンプ　外　購入の支出について
184,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 熱起電力実験器購入の支出について
33,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール　購入の支出について
8,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　他　購入の支出について
54,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床面補修工事の支出について
281,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
175,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
281,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南側　外塀補修工事の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室天井雨漏り修繕工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト・壁塗装工事の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階男子トイレ他補修の支出について
236,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下天井照明取替工事の支出について
524,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 モニター付インターホン取替補修工事の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館普通教室床面補修工事の支出について
539,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室フード分解清掃の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室コンセント補修の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン増設修理の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ラグビーゴール埋め管補修工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園洗面所及び浴室壁面補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２音楽室　外床補修工事の支出について
572,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用給湯ボイラー取替工事の支出について
842,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド補修工事の支出について
426,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関鉄扉取替補修外の支出について
810,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室タイルカーペット張替工事の支出について
247,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各教室壁掛扇配線及びコンセント取付工事の支出について
88,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排気ダクト等分解清掃の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
103,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 和室畳及び障子張替え補修工事の支出について
204,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関床タイル補修工事の支出について
249,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館　渡り廊下側　扉補修工事の支出について
386,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備不良箇所改修工事の支出について
178,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段手摺補修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 聴能訓練室　空調機設置工事の支出について
469,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床面補修工事の支出について
339,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ空調補修工事の支出について
13,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い場溝補修工事の支出について
288,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇補修工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室東側吹抜部屋根補修工事の支出について
556,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下側の窓枠補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 建築棟電動シャッター外修繕の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋根横樋補修工事の支出について
370,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２・３階男子トイレブース補修工事の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 背面掲示版取付工事の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ４号館１・２階他網戸設置工事の支出について
126,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 音楽室間仕切工事の支出について
363,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西校舎南側階段　手摺　新設工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電気式粉砕機購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 音楽指導用木琴購入の支出について
152,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スヌーズレンバブルチューブ購入の支出について
305,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター書画カメラ購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鉄製ベッド　購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 寝具入れ兼大型整理戸棚　外購入の支出について
192,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業研究推進委員会にかかる講師謝礼金他の支出について
10,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　外　購入の支出について
41,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本中学校道徳教育研究大会にかかる集録集　外の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本中学校道徳教育研究大会にかかる集録集　外の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸　外購入の支出について
37,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着マグシート他購入の支出について
67,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬　他　購入の支出について
204,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）の支出について
351,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
221,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　外購入の支出について
111,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ「ポップヒットマーチ」他購入の支出について
84,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎冷感湿布剤の購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用教科書（後期用）　購入の支出について
48,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れかご用網購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
28,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有圧換気扇購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期用指導書　他　購入の支出について
344,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書指導書「新編あたらしいこくご一」他購入の支出について
350,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外の購入の支出について
5,292
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感覚運動ボール　　外　購入の支出について
125,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙外購入の支出について
42,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 性教育用ＤＶＤ　いのちはつながる　外購入の支出について
250,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外購入の支出について
68,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平テープ　外　購入の支出について
57,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ギロほか　購入の支出について
21,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
13,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書外購入の支出について
308,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」購入の支出について
26,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
74,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浅型ざる外購入の支出について
105,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
24,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一」他購入の支出について
219,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
47,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書（後期用）の購入の支出について
165,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「１ねんせいのどうとく」他購入の支出について
151,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
279,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　四」　外　購入の支出について
383,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ　他　購入の支出について
37,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイケーブル他購入の支出について
11,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書　購入の支出について
213,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かきこみ計算スキルアップ（２）外購入の支出について
17,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４月～６月）の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書の購入の支出について
60,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー　購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのえさ　他４０点購入の支出について
206,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度小学校教師用教科書・指導書購入の支出について
358,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール不織布外購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統文化体験にかかる和菓子購入（９／１６）の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 へちま苗外の購入の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教師用教科書（後期）購入の支出について
283,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリーパック外の購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　各種購入の支出について
280,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙他購入の支出について
87,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ線外の購入の支出について
367,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン　外購入の支出について
87,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
23,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水外購入の支出について
5,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
50,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
392,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会受講料の支出について
1,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書新編新しい国語一下外購入の支出について
340,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二人三脚用ベルト　外　購入の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平和学習「沖縄の料理作り」材料費（９／１５）の支出について
10,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校デジタル教科書「国語」購入の支出について
305,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書新編新しい国語一下外購入の支出について
16,877
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
49,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,027,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 地下通路塗装工事の支出について
189,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン空調機修理の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室三槽シンク修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北校舎１階給食調理室網戸張替の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 炊飯器内釜フッ素再加工の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 地下貴重品庫用空調機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
50,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサの修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 扇風機の修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修繕の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー用刃物取替修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
63,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃交換の支出について
64,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
45,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー輪切刃取替修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室蛍光灯修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪歴史博物館見学にかかる参加児童交通費の支出について
3,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費９／１６の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー用刃物取替及び研磨の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁の刃研ぎの支出について
16,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 修学旅行・自然体験学習にかかる旅行損害保険料の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール洗浄清掃にかかる業務委託の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去業務委託の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
146,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 二人三脚用ベルト　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用バスケットゴール　購入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビタワースタンド　他　購入の支出について
292,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あしたあさってしあさって」外購入の支出について
36,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ウェン王子とトラ」外購入の支出について
320,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会受講料の支出について
9,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 しつけ糸　外の購入の支出について
25,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外の購入の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
66,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易真空槽外購入の支出について
27,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
63,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「Ｓｐａｉｎ」　外３点の購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油外購入の支出について
42,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
52,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニュートンばかり　外　購入の支出について
16,530
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
51,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット外購入の支出について
94,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同用絵の具外購入の支出について
17,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書『新編新しい国語１上』外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ外購入の支出について
191,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編　あたらしいこくご一上外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトクロッキーブック　外　購入の支出について
206,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学生の道徳　自分を見つめる」外購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　外　購入の支出について
16,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛ほか購入の支出について
37,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂外購入の支出について
172,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
71,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編　新しい国語　二下」外購入の支出について
5,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
78,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
69,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎１階分電盤配線修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ給水バルブ補修工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階保健室　外　ガラス入替工事の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理外の支出について
57,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 全自動洗濯機リサイクル運搬料　他の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 全自動洗濯機リサイクル運搬料　他の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 樹脂マット外購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費　納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費　納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費　納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ外購入の支出について
93,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ホワイトボード購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールスリッパ外購入の支出について
24,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要追録購入の支出について
8,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ用液晶モニター　購入の支出について
37,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 問答式学校事故の法律実務追録購入の支出について
6,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー排水不良補修の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１８ｃｍの軌跡」外購入の支出について
89,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 合成糊　他　購入の支出について
13,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 脇机　他　購入の支出について
132,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 炊飯器　修理の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 合成糊　他　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉チューブ購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 穴あきホテルパン　外　購入の支出について
48,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外の購入の支出について
19,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバーの購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 指揮台外購入の支出について
61,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室補修工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替え配線補修工事の支出について
343,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室天吊型エアコン室外機補修工事の支出について
290,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉・外柵塗装工事の支出について
469,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園内給水管漏水修理の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階特別支援学級（裏庭）ガス管取替工事の支出について
10,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器センサーフラッシュ補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関バルブ廻り給水管漏水修繕工事　外の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室調理場排水溝補修工事の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外ガラス入替修繕の支出について
53,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂床補修工事の支出について
599,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
360,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館１階床張り替え工事の支出について
570,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室床補修工事の支出について
745,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室外カーペット取替工事の支出について
677,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎屋上手すりモルタル落下防止補修工事の支出について
988,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室窓サッシ補修工事の支出について
133,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール補修の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校プールサイドコンセント増設工事の支出について
216,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食設備電源工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室埋設ガス配管改修工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚　購入の支出について
70,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 講義用検流計購入の支出について
72,792
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚の購入の支出について
62,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 回転書架　購入の支出について
177,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙　他の購入の支出について
170,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 二輪スケーター外の購入の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白画用紙　外６２件購入の支出について
158,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 遊具用部品の購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塗料用シンナー　外購入の支出について
22,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー（６５０ｍｌボトル）４１本購入の支出について
54,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ樹脂デッキ施設工事の支出について
170,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導協議会にかかる講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館教育でのＩＣＴ活用にかかる講師謝礼金の支出について
23,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業研究推進委員会にかかる講師謝礼金他の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業改善研修会講師料の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＷＩＳＣ－Ⅳの解釈に関する研修会講師謝礼金の支出について
21,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研修会にかかる講師謝礼金の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研修会にかかる講師謝礼金の支出について
16,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 習熟プリント　購入の支出について
25,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　新編新しい算数指導者用　購入の支出について
379,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生支援　ビジネスプロジェクタ　外購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイクロホン　外購入の支出について
181,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「考える力を育てる学びあい活動」外購入の支出について
9,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＱＵ検査用紙購入の支出について
83,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 紅白玉　外　購入の支出について
107,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 がんばる先生支援　ビジネスプロジェクタ　外購入の支出について
91,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 理科室　電子黒板プロジェクター　外購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よこしまくん」外　購入の支出について
378,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がいの校内研修講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　集中実践の講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 保健教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
42,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「小学社会　５下」外購入の支出について
286,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋ほか購入の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計他購入の支出について
49,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
27,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふとん干し外購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液　外　購入の支出について
16,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在車外購入の支出について
35,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピストル　外　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援用国語教材集・外　購入の支出について
18,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体　他　購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ほうき　外　購入の支出について
30,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外１０点購入の支出について
55,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「こくご二」ほか購入の支出について
25,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機ほかの購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご１年下」外購入の支出について
230,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中型直線定規　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 踊り用タンウィ　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規　外購入の支出について
108,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルトイレ外購入の支出について
60,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外１点購入の支出について
48,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年　漢字スキル上　外購入の支出について
189,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　新しい国語四下　外購入の支出について
295,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会時使用ポンポン外　購入の支出について
8,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れ用紅白玉外購入の支出について
57,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書および教科書（後期用）　購入の支出について
342,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外の購入の支出について
72,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバットの購入の支出について
87,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ［２０１５ポップヒットマーチ」他購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だし取りカゴ　外購入の支出について
26,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科別カラーテスト（２学期分）購入の支出について
78,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年生の道徳指導書外４件購入の支出について
13,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」他の購入の支出について
162,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙他購入の支出について
22,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
68,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　他購入の支出について
192,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期用教科書・指導書購入の支出について
243,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目黒板外　購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ購入の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスト　外　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綱引き用ロープ外購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
49,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴスタンド　外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
50,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天然ゴム手袋　他　の購入の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ他購入の支出について
88,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
93,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし他購入の支出について
107,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表他購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下教師用指導書外購入の支出について
363,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 装飾用テープ　外　購入の支出について
90,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
210,545
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
95,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
378,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご　１年」外購入の支出について
256,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン他購入の支出について
83,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書新編あたらしいこくご一下外購入の支出について
240,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレフォンアームスタンド　外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙外購入の支出について
109,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
89,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）　購入の支出について
265,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外　購入の支出について
15,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙、インク購入の支出について
118,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしい書写２年」他購入の支出について
14,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ（中）　外１３点購入の支出について
67,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
15,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他購入の支出について
25,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
44,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用ステンレスはさみ　購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用物品「ワックス」の購入の支出について
71,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新しい国語１下外指導書・教科書　購入の支出について
387,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外　購入の支出について
39,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
140,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　新編あたらしいこくご一下外購入の支出について
348,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
110,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
258,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
92,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ハッピ　外購入の支出について
37,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
108,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルダッチ　外　購入の支出について
149,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ中　外　購入の支出について
89,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ　他　購入の支出について
73,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
63,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ａ４特厚口外９点の購入の支出について
93,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目玉クリップ　外　購入の支出について
150,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
272,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
39,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
277,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＴＢ溶液　外　購入の支出について
61,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「かわいいむしのえほん」外購入の支出について
92,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書板他購入の支出について
64,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用パウダー　購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンド外購入の支出について
99,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　国語他購入の支出について
345,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土他購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
78,688
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウ砂外購入の支出について
165,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチハロゲン灯　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
75,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外５点購入の支出について
96,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外の購入の支出について
13,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白不織布ロール　ほか　の購入の支出について
63,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンドほかの購入の支出について
77,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
104,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　ほか　の購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＣＤメモリーカード３２ＧＢ外９点の購入の支出について
89,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーベニヤ外購入の支出について
143,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期教師用指導書外購入の支出について
154,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
172,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸鋸刃　外購入の支出について
86,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用ハサミ　外購入の支出について
34,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　購入の支出について
11,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食帽子　外　購入の支出について
28,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編　新しいこくご　一下」他購入の支出について
397,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料他購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板購入の支出について
18,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク外購入の支出について
22,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
431,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール揚水ポンプ自動制御回路補修工事の支出について
68,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気ダクト分解清掃等補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室大型換気扇補修工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組教室換気扇取替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下壁塗装工事の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁掛け扇風機取り付け工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏修繕の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイドグリップ部分塗装工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組扉硝子割替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎１階防火扉フロアーヒンジ蓋取替工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　フィルター修理の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場内止水栓ボックス補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球フェンス補修工事の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー配線補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室扉建付け補修網戸張替え工事の支出について
94,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室塗装工事の支出について
149,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室黒板貼替工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用ミニバットテフロン再加工の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小太鼓の修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
26,676
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤ヒーター修理の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホワイトボード張替補修の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具補修　請負の支出について
223,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オージオメータ修理の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー替刃修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外　修理の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
235,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー外修理の支出について
44,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
13,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機室外機のファンモータ修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー用刃物取替修理の支出について
43,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室土間排水溝開閉口修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オージオメータ修理の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室エアコン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホテルパン　テフロン加工の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 旗用ポール修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科指導用ミシン修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機等リサイクル回収料・手数料の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災学習にかかる参加児童交通費（９／１７）の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫ほか家電リサイクル処理手数料運搬料の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間学習参加児童に係るバス代外の支出について
50,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（９／１７）の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機等リサイクル回収料・手数料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎ外手数料の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 調理バットテフロン加工処理手数料の支出について
40,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機刃研ぎ　処理手数料の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁　他　刃とぎの支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室フードスライサー輪切刃外研磨の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室低温倉庫点検作業の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫ほか家電リサイクル処理手数料運搬料の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 林間学習参加児童に係るバス代外の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去　業務委託の支出について
176,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機洗浄業務委託の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機清掃業務委託の支出について
339,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
238,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教室床洗浄清掃ワックス塗布業務委託の支出について
429,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除　業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝土砂上げ作業業務委託の支出について
432,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廊下等清掃ワックス塗布業務委託の支出について
101,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる付添職員観覧料（９／１７）の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 袖幕の購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフト開脚跳び箱　他　購入の支出について
142,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピストル　外　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール外購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ購入の支出について
148,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大あばれ山賊小太郎」外購入の支出について
281,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つぎ、なにをよむ？」他購入の支出について
226,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の名作絵本」外　購入の支出について
87,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねことさかなでねこざかな」外購入の支出について
335,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１４ひきシリーズ」他の購入の支出について
387,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ガットンゴットン」外購入の支出について
368,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書　おもちのきもち　外　購入の支出について
166,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立外購入の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ　外　購入の支出について
95,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ　外　購入の支出について
56,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 円の面積説明器　他　購入の支出について
50,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
162,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
67,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
61,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スイッチングハブ購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目玉クリップ　ほか　購入の支出について
31,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルパステル　外　購入の支出について
15,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスほか購入の支出について
195,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉の購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外３点の購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニス公認球　外　購入の支出について
73,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィペナント　外購入の支出について
45,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コットンテープ　外　購入の支出について
31,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
26,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 取替用の電話機の購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
52,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルはかり　他　購入の支出について
48,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤、外購入の支出について
81,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白布外購入の支出について
30,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしい国語　１年上」外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボールほか購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーファクス　購入の支出について
32,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編あたらしい国語一上　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗剤他購入の支出について
100,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤオーディオシステム購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「あたらしいこくご１年上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　購入の支出について
24,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿手縫い糸　外　購入の支出について
98,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書『小学書写　六年』　他購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机（可動式）外購入の支出について
212,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール部のユニホーム　購入の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レガーツ他　購入の支出について
13,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て水質検査器　外６点購入の支出について
34,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン外購入の支出について
16,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管、外購入の支出について
108,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機仕切用テープ他購入の支出について
32,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外　購入の支出について
35,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
85,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス外購入の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム（黒）外の購入の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 五線譜白板マグネットシート帯　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 材木外購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外購入の支出について
4,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
112,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くぎ　外　購入の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール他　購入の支出について
286,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
93,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急箱　外　購入の支出について
40,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語部活動用ＤＶＤ外購入の支出について
29,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール棟教官室　ガラス入替工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
11,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台下収納台車補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館３階入口扉ガラス入れ替え補修の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外の修理及び整備の支出について
32,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 各種楽器修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 北館４階　第２音楽室　空調機修理の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３階廊下照明器具他取替修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動バスケットゴール修理の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
19,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間指導に係る物資運搬代の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間学習参加生徒に係るバス代外の支出について
80,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング　処理手数料の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング処理手数料の支出について
145,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 林間学習参加生徒に係るバス代外の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ５階音楽室　空調機の室内機洗浄　業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 本館１・２階トイレ尿石除去作業外業務委託の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室エアコン購入の支出について
90,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミ製朝礼台　購入の支出について
231,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動刃物とぎ機　の購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
202,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
277,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「何のために『学ぶ』のか」他購入の支出について
343,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「バムとケロのおいしい絵本」外購入の支出について
191,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かかしのトーマス」他購入の支出について
183,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「白旗の少女」外購入の支出について
267,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 進路セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（８月分）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用洗剤　他購入の支出について
20,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外７点購入の支出について
78,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 解熱鎮痛剤外購入の支出について
31,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
15,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー外購入の支出について
62,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 浄水器カートリッジ他購入の支出について
44,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外　購入の支出について
63,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロボット用バッテリー外購入の支出について
10,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファクシミリ用ドラム他の購入経費の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーンインク他の購入の支出について
22,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 剣道場扉ガラス入れ替え修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＬＡＮケーブル敷設の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 自火報幹線補修工事の支出について
188,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年７組窓ガラス入れ替え修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修繕の支出について
91,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターの修理請負経費の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクルに伴う回収運搬費外の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクルに伴う回収運搬費外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アンドゥ新装版」外購入の支出について
165,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 さんすくみ１０他図書室用書籍購入経費の支出について
37,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 小学部　指導書　購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯カバー購入の支出について
374,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ前手洗場漏水補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 防草シート敷設工事の支出について
198,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 錠前取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 知的高２年宿泊学習付添職員入場料外（９／１７）の支出について
10,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部修学旅行に伴う付添職員入場料（９／１７）の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部２年宿泊学習　野外炊爨利用料（９／１８）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
153,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホースリールの購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドラムリール　外　購入の支出について
17,442
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 力学台車　外　購入の支出について
48,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 五色百人一首取り札　他　購入の支出について
69,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン他購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 製氷機の購入経費の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マイクロホン購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機の購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校内作業用物品「刈り込み鋏」他の購入の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メガホン購入の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保管庫　他　購入の支出について
81,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フードスライサー刃物　購入の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア購入の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
83,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 七輪購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランポリン外購入の支出について
136,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入経費の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 サッカー部部室窓ガラス入替修理の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　回転釜取替の支出について
360,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉補修工事の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳及び緞帳昇降機外補修工事の支出について
889,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室建具改修工事の支出について
613,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド物置補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン取付・配線補修工事の支出について
488,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＬＬ２教室空調設備整備工事の支出について
841,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内チャイム補修工事の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階　第２理科室ホワイトボード張替工事の支出について
254,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室塗装工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館前運動場水銀灯幹線補修工事の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室厨房内床面防滑工事の支出について
258,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール倉庫扉補修工事の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール洗体槽改修工事の支出について
535,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備不良箇所補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室鋼製建具サッシ補修工事の支出について
408,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水蓋入替工事の支出について
751,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
477,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室下水管通管工事の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フラッグポール補修工事の支出について
96,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備　障害補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ネット設置工事他の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室・音楽準備室空調機修理の支出について
68,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館廊下１階２階、西館廊下４階天井補修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター取替補修工事の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 換気扇取替修繕の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館西側階段手すり取付工事の支出について
242,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各教室等錠前取替工事の支出について
234,036
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室照明補修工事の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床用ハッチ取替補修工事の支出について
145,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階教室扉補修工事の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール本体仕切弁補修工事の支出について
128,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管通管清掃の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 扉補修工事の支出について
569,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂兼体育館天井漏水補修工事の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替工事の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール機械室、倉庫シャッターカギ補修工事の支出について
91,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排風機不良修理の支出について
588,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室照明器具取替外電気関係補修工事の支出について
409,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室床面補修　工事の支出について
528,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前手洗場排水管補修工事の支出について
125,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
426,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 　職員室出入口補修工事の支出について
735,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階美術室排水修繕工事の支出について
91,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏電警報器補修工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 照明器具設置工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室改修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生徒用自転車置場土間改修工事の支出について
446,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　デジタル自動体重計の購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
281,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
112,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム　購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号器　購入の支出について
80,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 細断器（シュレッダー）購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架　外１点　購入の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水中かいがら拾い用貝殻購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 行事用ポンポン購入の支出について
51,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パラバルーン購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ「ひろみち＆たにぞうの全力！運動会」の購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 音楽用ＣＤの購入の支出について
10,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 自動火災報知機受信機バッテリー　購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 幼稚園砂場枠木取替え工事の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 天井扇風機取り付け工事一式の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外２点の購入の支出について
84,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター購入の支出について
179,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニサッカー用ゴール　外　購入の支出について
83,808
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸外購入の支出について
13,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛刀外購入の支出について
93,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
72,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご下　外　指導書購入の支出について
305,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミサッシ網戸　購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書他の購入の支出について
279,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤（プール用）購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎薬外購入の支出について
27,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子メロディオルゴール外購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャックつきポリ袋　外の購入の支出について
91,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
30,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ページヘルパー外購入の支出について
26,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
12,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書及び教師用教科書　購入の支出について
380,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
118,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鈴外購入の支出について
42,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教科書　購入の支出について
399,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指先訓練教材購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
551,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール他購入の支出について
40,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォーキングメジャー　外購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,561,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
6,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品「フロン」購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書あたらしいこくご一下研究編外購入の支出について
316,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ他購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
313,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしい国語１下」他購入の支出について
16,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙他購入の支出について
32,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
69,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＱＵテスト実施解釈ハンドブック他購入の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
115,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジインク　外購入の支出について
13,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期分）の購入の支出について
187,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
95,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外１件購入の支出について
33,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「新しい算数指導者１年」他購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
268,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　教科書の購入の支出について
258,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
294,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤外購入の支出について
17,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外　購入の支出について
250,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編あたらしい国語」外購入の支出について
315,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸鋸刃　外購入の支出について
84,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下　他」購入の支出について
10,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書（後期用）購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」他購入の支出について
315,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　指導編　国語六年外購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型　外購入の支出について
105,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工教授用物品「紙用接着剤」他の購入の支出について
235,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書購入の支出について
248,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書一式の購入の支出について
395,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計外購入の支出について
50,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 辞書引き用ふせん購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー封筒　長形３号　１０００枚購入の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期分教科書・指導書購入の支出について
355,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
188,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用マーカー外購入の支出について
38,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なるこ　他購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
365,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 転入児童用副読本あたらしいたいいく１年他　購入の支出について
3,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒温度計外購入の支出について
33,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外　購入の支出について
62,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
317,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用段ボール外　購入の支出について
86,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソプラノリコーダー　外購入の支出について
168,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書一式の購入の支出について
20,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ラインテープ設置工事の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ扉ふれ止め補修工事の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎４階　教室床面割れ補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎庇・面台防水補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室戸当たりゴム取替工事の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館スポットライト用コンセント取替工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎２－３教室引戸補修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室洗面下排水管漏水補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子更衣室　床補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扇風機取付補強工事の支出について
32,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　排気フード分解清掃の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 複合遊具の修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理　外の支出について
20,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵修理の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費外（９／１８）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学５年生参加児童交通費（９／１８）の支出について
11,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる児童交通費観覧料９／１８の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎの支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー用刃物研磨の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去・研磨作業請負の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝および会所の泥上げ作業業務委託の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＱＵテスト診断業務委託の支出について
10,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除の業務委託について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布　業務委託の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 剪定外業務委託の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学にかかる児童交通費観覧料９／１８の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費外（９／１８）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習の参加児童入館料（９／１８）の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ他購入の支出について
196,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コミック版　日本の歴史」外購入の支出について
378,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　ほか　購入の支出について
4,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
36,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー　外　　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
26,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯外購入の支出について
67,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
32,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
316,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大筆外の購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
413,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編あたらしい国語１上　外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材外購入の支出について
96,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外購入の支出について
61,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　外　購入の支出について
57,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
21,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,012,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「がむしゃら行進曲」外購入の支出について
23,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッパー　外　購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤　外　　購入の支出について
125,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性ニス、他購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご１上」外の購入の支出について
20,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
85,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室照明スイッチ移設工事の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い・スクリーン　取替工事の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「七夜物語　上」外購入の支出について
251,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 貸出用カード外１４点購入の支出について
56,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
133,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
99,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内の印刷の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 フライス盤修理の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ＩＴパスポート試験受験手数料（９／１７）の支出について
72,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎吹き抜けフロア清掃の業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 文化祭リハーサルに係る会場使用料（９／１７）の支出について
380,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール外購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　外の購入の支出について
64,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
9,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 サッシ補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 蛍光灯ＵＶカットフィルム取付手数料の支出について
110,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール　外　購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 Ｕ字型ブックスタンド購入の支出について
3,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「アニメ古典文学館　枕草子」外　購入の支出について
41,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボードおよびネットワーク用ＨＤＤ購入の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 旗用帯皮、他購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木製テーブル外購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外の購入の支出について
192,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 泥除けマット購入の支出について
268,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 たし算、ひき算カード２巻組外購入の支出について
61,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,367,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室床補修　工事の支出について
531,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取り換え工事の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室コンセント及びトイレ照明スイッチ取替工事の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館外壁補修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水バルブ補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階、庇補修工事の支出について
645,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト及び壁面塗装補修工事の支出について
514,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎３階天井漏水補修工事の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
467,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床改修工事の支出について
320,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎３階廊下天井漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備整備工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室三槽水槽給湯管補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ置き場等既設撤去および土間等設置工事の支出について
898,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上高架水槽電極用配管修繕　外工事の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床面補修工事の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段補修工事の支出について
756,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室３槽水槽入替補修工事の支出について
774,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎１階職員室前廊下補修工事の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　鉄扉補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室　外　クロス張替工事の支出について
595,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブロック塀積み替え工事の支出について
908,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ壁タイル他補修工事の支出について
237,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画乾燥棚　購入の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製テーブル外購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　デジタルハンドル身長計の購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
25,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙等の購入の支出について
77,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄杭購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型砂場ワゴン購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 もり組保育室　収納棚　取り付けの支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 薬剤散布の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ネットワークカメラ　外　購入の支出について
122,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外９点購入の支出について
149,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板の購入の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザーポインター購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表板　他　購入の支出について
259,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 メモリーレコーダー　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
35,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンター　外９点購入の支出について
42,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ユニバーサルデザイン授業研修会参加費の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第一回授業ＵＤカレッジ参加会費（９／２０）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
4,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン台外　購入の支出について
20,995
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしいこくご」外購入の支出について
328,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　各種購入の支出について
321,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外３点購入の支出について
41,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニンヒドリン反応実験キット　外　購入の支出について
11,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
240,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編　新しい算数６」外の購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硬筆指導用黒板他購入の支出について
129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期指導書・教科書の購入の支出について
148,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホイッスル外購入の支出について
19,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つや出しニス　他８点購入の支出について
55,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
263,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
399,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト購入の支出について
43,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラフルモール他購入の支出について
72,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　「新しい国語１年下」他購入の支出について
357,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 川魚のエサ外購入の支出について
42,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル身長計　外　購入の支出について
128,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・指導用教科書　購入の支出について
356,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだし用ニス外購入の支出について
58,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
122,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのえさ　外購入の支出について
11,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 装飾用テープ　外購入の支出について
60,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
25,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
106,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　外　購入の支出について
32,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
64,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書の購入の支出について
289,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
75,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー扇子　他　購入の支出について
55,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク外購入の支出について
169,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタ外購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
68,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラバーカップほか購入の支出について
144,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けハードディスク外購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機用部品購入の支出について
31,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４色上質紙　他　購入の支出について
50,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外７点購入の支出について
34,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
28,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャベル外購入の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ外購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い用スポンジ他購入の支出について
201,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
299,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
360,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用板　購入の支出について
38,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス（窒素）外の購入の支出について
53,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
13,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管外購入の支出について
15,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
447,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご教師用指導書一下　外　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
222,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル運搬車　外購入の支出について
161,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
191,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤　外　購入の支出について
22,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
6,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編新しい国語一下教師用指導書研究編他購入の支出について
379,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドガラス外購入の支出について
50,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷マスター・インク購入の支出について
93,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板他購入の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書及び教科書の支出について
371,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首　他　の購入の支出について
90,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土　他　購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 麻袋外　購入の支出について
31,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご１年下　教師用指導書外購入の支出について
321,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用品の購入の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有線マイク　他１点購入の支出について
14,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信号器　外　購入の支出について
72,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素　外　購入の支出について
51,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト　外購入の支出について
26,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
98,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 釜の蓋購入の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパーの購入の支出について
74,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外の購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール防藻剤購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップハンガー　購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外　購入の支出について
37,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご一」外の購入の支出について
24,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マークシート用紙の購入の支出について
194,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
11,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
9,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外購入の支出について
15,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
89,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土　外の購入の支出について
169,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外２点購入の支出について
47,370
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
77,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用杓子　他購入の支出について
164,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
53,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ外購入の支出について
13,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白名札外購入の支出について
36,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
116,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使いきり手袋外購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動火災報知機受信機バッテリー　購入の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ　外　購入の支出について
49,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用指導書及び教科書　購入の支出について
249,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットラベルシール他購入の支出について
7,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中心温度計他購入の支出について
21,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用物品「丸棒」の購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングＳＤヘッド外購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下指導書外購入の支出について
396,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
132,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書あたらしい国語　外　購入の支出について
257,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場ラインテープ外４件購入の支出について
28,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
23,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
34,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍すべり止めテープ外　購入の支出について
44,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
76,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書　学齢期吃音の指導・支援　外　購入の支出について
11,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットボール　ほか購入の支出について
22,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
391,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
1,145,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本「はじめての栽培」外購入の支出について
338,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルマイトボール　外購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
22,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書　購入の支出について
392,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具外１件取替の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室壁クロス貼替え補修工事の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室天井ボード補修の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード補修工事の支出について
10,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン補修工事の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北通用門防球ネット補修工事の支出について
96,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室音響設備移設工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 遊具塗装工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水管　漏水補修工事の支出について
77,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 市電内部塗装補修工事の請負の支出について
433,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
34,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館運動場出入口前土間側溝補修の請負の支出について
199,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 厨房埋込換気扇取替工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
2,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室床補修の請負の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓取替工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　引き戸補修の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 火災報知器設備補修の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト（排気フード）分解修理の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ外修理の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン配線補修工事の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 冷凍機械室膨張タンク漏水修理の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室防火シャッター補修工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食食材保管用屋外冷蔵庫修繕の支出について
225,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー丸刃交換修理の支出について
31,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外ガス給湯器修理の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン外修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球フェンス補修の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸修理の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 炊飯器内釜フッ素加工外の支出について
90,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃物取り替えの支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書館本棚等修理の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫修理の支出について
213,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃取替修理の支出について
83,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器　修理の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンビネーション遊具階段取替えの支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機の修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外用大型子時計の修理の支出について
117,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外修理の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（９／２４）の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 小学校増改築に伴う運搬業務委託（仕様書）の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　家電リサイクル処理手数料外　の支出について
4,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 デスクトップＰＣ外リサイクル処理手数料外　の支出について
5,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁他研磨の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室換気扇分解清掃　手数料の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 薬品廃棄処分手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 デスクトップＰＣ外リサイクル処理手数料外　の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 炊飯器内釜フッ素加工外の支出について
24,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃研ぎの支出について
31,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　家電リサイクル処理手数料外　の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面　外　ワックス掛け　業務委託の支出について
474,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 手洗い場他洗浄業務委託の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去外清掃業務委託の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木（サクラ）剪定業務委託の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃等業務委託の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 床清掃ワックス塗布業務委託の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 扇風機・換気扇掃除業務委託の支出について
191,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 築山整備　業務委託の支出について
142,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行付添に伴う職員入場料（９／２５）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 泊を伴う学校行事下見にかかる通行料金の支出について
11,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットクリップ外購入の支出について
191,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長計　外　購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレス送信機購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソプラノアコーディオン購入の支出について
165,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あみだだだ」外購入の支出について
120,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　小学上級向特選セット他購入の支出について
156,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書　学齢期吃音の指導・支援　外　購入の支出について
308,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねずみがぱくっ！」　外購入の支出について
109,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「木いちごつみ」外購入の支出について
288,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども哲学シリーズ」外購入の支出について
354,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ９月分生活指導訓練費の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
505,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
21,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご１上」他購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
54,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書（小学校分・国語）外の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「ホビットの冒険」　外購入の支出について
15,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
270,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 しんちゅう釘　外　購入の支出について
41,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　国語　一上　外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
24,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊　奉書　外　購入の支出について
58,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン　シャトル　購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
29,839
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬他購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻工具外購入の支出について
25,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校使用教科用図書「あたらしいこくご」外購入の支出について
27,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄杭　購入の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
170,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１６年受験用全国高校入試問題正解　外　購入の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
78,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
760,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
70,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外　購入の支出について
99,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしい国語」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グローブ他購入の支出について
48,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
20,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ紐ほか　購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
306,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用ラベル　外　の購入の支出について
47,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー　外　の購入の支出について
30,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布用絵の具他購入の支出について
13,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
153,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ　外　購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
123,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具　　購入の支出について
80,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ外購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「新編あたらしい国語　上」外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント取り替え工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階調理室前廊下窓ガラス入替工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階教室廊下側窓ガラス外補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台用緞帳モーター緊急補修工事の支出について
97,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階通路タイル補修工事の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂窓開閉装置補修工事外の支出について
84,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電式生垣バリカン修理の支出について
9,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽部コンクール楽器運搬にかかる経費の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニングの支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木維持管理業務委託の支出について
472,392
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ホビットの冒険」　外購入の支出について
138,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「パン語辞典」外購入の支出について
180,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「家族シアター」　外　購入の支出について
361,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟　会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ９月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
142,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他美術材料他購入の支出について
17,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＤＶＤドライブ　他購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルカラー絵具他の購入の支出について
4,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブル他購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外４点購入の支出について
30,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
29,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤（錠剤）外　買入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
38,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂・格技室棟屋根雨漏り応急補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 印刷室系統・作法室系統の空調機の修理について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂女子トイレ手洗い排水管工事の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 第２会議室　ダイキンエアコン修理の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 文化祭（本番）に係る会場使用料（９／１８）の支出について
323,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料９月分（９月２４日）の支出について
95,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
127,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
42,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 木製レーキ外購入の支出について
263,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
33,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ろくろ　外　購入の支出について
82,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー外購入の支出について
107,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 フックボルト　外　購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
72,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｂ棟　南階段下　分電盤ブレーカー工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置装置修理工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 アリーナ棟膨張タンク漏水修理工事の支出について
70,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガステーブルレンジ　修理の支出について
160,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 裁ちばさみ　刃とぎ　外　処理手数料の支出について
14,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 保健室用カーテン外クリーニング処理手数料の支出について
42,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム購入の支出について
94,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型紙芝居ケース　外　購入の支出について
96,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用川砂購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール　外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
25,488
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビーカー　外の購入の支出について
24,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 草刈機外購入の支出について
87,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作品展示用ケース　購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子　外　購入の支出について
146,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルミ園芸用三脚購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小学校音楽教科書伴奏集（ＦＤ版）外の購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ぞうきん掛け購入の支出について
25,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 家庭科教授用掛図　外　購入の支出について
63,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 腕時計外購入の支出について
54,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 角バット　外　購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面脚付ホワイトボード　購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンダゴテ購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 連結展示板購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 なかよし教室　タイルカーペット・畳　張替工事の支出について
280,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階及び３階理科室床補修工事の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床改修工事の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階教室床補修工事の支出について
998,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扇風機コンセント工事の支出について
55,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子更衣室ガラス補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電子ボタン電話設備補修工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室天井板張替補修工事の支出について
378,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館１階ＰＤ科実習室排水通管他補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室便所洋式大便器漏水工事の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールポンプ室屋根防水補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇分解修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備修繕の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室床面補修工事の支出について
459,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール加圧給水ポンプ補修工事の支出について
406,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマー取替補修の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館電動バスケットゴール補修の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室防滑床シート補修工事の支出について
253,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
690,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管上漏水補修工事の支出について
784,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給水管取替補修工事の支出について
79,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 彬々寮２階空調機修理の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂裏整地工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室　床補修工事の支出について
466,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務管理室のエアコン取替工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水系統切替工事の支出について
989,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台照明設備補修工事の支出について
241,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス漏れ補修工事の支出について
6,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室　壁、床張替補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室空調設備整備工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　修理の支出について
275,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機故障修理の支出について
182,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園補修工事の支出について
284,256
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新規網戸設置工事の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 モニター付インターホン増設工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ３軸ハンドヘルドジルバルセット　購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フットライト　購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 メタロフォンの購入の支出について
263,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
287,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用書架購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型紙芝居ケース　外　購入の支出について
113,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テニスボール　外購入の支出について
40,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラットフープ外　購入の支出について
92,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
82,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 昆虫成長制御剤の購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 図書「世界のあいさつ」　他３点の購入の支出について
14,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポータブルアンプ　外　購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
29,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 管理作業員室クーラー補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 アルミ製絵画掲示額縁作製設置工事の支出について
192,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 アルミサッシ付け替え工事の支出について
369,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ　外　購入の支出について
123,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 協同学習ワークショップ講師謝礼金の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活・総合的な学習夏季講演会講師謝礼の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業研究研修会にかかる講師謝礼金の支出について
20,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 腕時計　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ外購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 選抜入試採点等に係る謝礼の支出について
18,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年自然体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
271,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 九九学習指導カード　外　購入の支出について
98,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
352,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柵棒外購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
675,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックカップ外購入の支出について
43,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木介外購入の支出について
125,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書外購入の支出について
314,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科消耗品　赤ゴム栓外購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
431,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
216,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期分指導書　他購入の支出について
339,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボン紙外３点購入の支出について
44,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台　外購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご１年」外購入の支出について
399,481
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
216,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期分）購入の支出について
16,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルほうき外購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
82,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語　一」・外　購入の支出について
113,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
74,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折畳式バスドラムスタンド他購入の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
30,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロール紙外購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロープ　外　購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色折紙　外購入の支出について
46,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん　外　購入の支出について
50,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
498,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
191,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」他　購入の支出について
348,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」他　購入の支出について
10,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドワイパー　他　購入の支出について
44,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングバトン　外購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　外　購入の支出について
76,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンサートバスドラム外購入の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てゴム手袋　外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール（蓚酸）外購入の支出について
256,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュぺーパー他購入の支出について
42,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外１点　購入の支出について
49,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
194,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外　購入の支出について
79,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
266,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしい国語一下」他購入の支出について
15,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット紐　外購入の支出について
64,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣ用教材ソフト　外購入の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高天井用ＬＥＤ電球　外購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 姿勢図他購入の支出について
37,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご下　外　教科書　購入の支出について
18,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机椅子の購入の支出について
177,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
73,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用ロッカー外購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱用まな板外購入の支出について
75,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレサンダル外３点購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水のり外購入の支出について
24,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
542,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしい国語一下」他　購入の支出について
396,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライサー刃購入の支出について
19,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
37,044
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綱引きロープ購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールテープ他購入の支出について
40,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
27,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
454,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　外　購入の支出について
22,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学園プレールーム出入口ガラス入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具増設工事の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話配線工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 砂場整地工事の支出について
145,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水道栓修理の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室窓ガラス補修工事の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用移動台修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
137,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー補修の支出について
97,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関オートロック扉　補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室配膳棚網戸修理の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂東側鉄扉修繕の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エンジン刈払機　修理の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオムービーの修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費・入館料（９／２５）の支出について
23,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機運搬料外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外　９／２５の支出について
18,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（９／２５）の支出について
16,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（９／２５）の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 旧鶴浜小学校物品管理に伴う運搬料の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（９／２５）の支出について
8,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費体験料　９／２５の支出について
13,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費９／２５の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機運搬料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール洗浄清掃業務委託の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 フェニックス剪定業務委託の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グラウンドの除草植木の剪定業務委託の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 消火系統漏水調査業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解清掃の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる児童交通費・入館料（９／２５）の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外　９／２５の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 藻塩体験にかかる道具使用料（９／２４）の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＤＶＤ「ブタがいた教室」借入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費体験料　９／２５の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台　外購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パンフレットケース購入の支出について
287,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンサートバスドラム外購入の支出について
162,702
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台外購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きりのなかのはりねずみ」外購入の支出について
138,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具　講習料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 芸術鑑賞事前研修講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 芸術鑑賞事前研修講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 美術部における講師謝礼の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外購入の支出について
72,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用時計模型　外　購入の支出について
25,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電池パック購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
522,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
28,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパンカバー他　購入の支出について
35,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カゴ入りボール　外　購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ他　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー外購入の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 釘　外　購入の支出について
151,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
260,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
350,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気はんだごて外購入の支出について
22,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化発表会用模造紙他購入の支出について
40,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
332,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
94,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
321,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー工作用紙　外　購入の支出について
20,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つまようじ　外購入の支出について
15,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーマスク　外　購入の支出について
54,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　外　購入の支出について
48,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＨ試験紙　外購入の支出について
85,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モーターユニット　外　購入の支出について
19,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ窓ガラス破損修理の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階踊り場網入りスリガラス外入替工事の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
31,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給茶室水栓取替工事の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
22,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用白米購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
9,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生校外学習にかかる生徒分交通費（９／２５）の支出について
135,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室用カーテン外　クリーニング手数料の支出について
28,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年生の校外学習に伴う付添職員入園料の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年生校外学習付添職員分施設使用料（９／２５）の支出について
4,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
301,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
244,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宮沢賢治「旭川。」より」外購入の支出について
359,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「七人の中にいる」外購入の支出について
118,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ぼくのひかり色の絵の具外購入の支出について
185,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ラプラスの魔女」外購入の支出について
368,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 進路セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 進路セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科８月分モデル謝礼の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
47,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
140,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチツール他の購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他の購入の支出について
46,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットベース他購入の支出について
33,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レンズボードの修理の支出について
3,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「流」外図書館用図書購入の支出について
74,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　他　購入の支出について
78,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　外　購入の支出について
146,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 撥　外　購入の支出について
18,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用起毛布外購入の支出について
17,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
34,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋の購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 白ボール紙　外の購入の支出について
52,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室テレビ用ゴンドラ撤去費他の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室内配線補修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　収集運搬及びリサイクル費の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ撤去費・収集運搬料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　収集運搬及びリサイクル費の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファーベッドの購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 回転椅子外購入の支出について
258,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アゴゴベル　購入の支出について
5,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザーライナー　他購入の支出について
181,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 特別支援教育バランストレーニング用機器　購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 とびなわ練習台　外購入の支出について
64,314
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用具室・職員室校内インターホン補修の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校給食室３槽シンク入替補修工事の支出について
578,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
705,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上防水補修工事の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 錠前取替工事の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール漏水　バルブ取替工事の支出について
59,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館電線修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館出入口扉フロアヒンジ取替工事の支出について
210,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎３階壁面塗装補修の支出について
453,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水設備漏水補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年２組教室床補修工事の支出について
466,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽定水位弁補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール濾過装置修理工事の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室排水溝枠補修工事の支出について
598,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中学部１年１組　シンク取替補修外の支出について
184,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室木製扉取替補修工事の支出について
502,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室内前室及び休憩室防蟻補修工事の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎廊下壁面クラック外漏水補修工事の支出について
945,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面補修工事の支出について
171,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用給湯ボイラー入替の支出について
894,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段タイル補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校給食室食品収納棚補修工事の支出について
923,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ４号館女子トイレ洋式ブース手すり設置工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ改修工事にかかる経費の支出について
533,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 池周り改修補修工事の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 養護教室車いす対応洗面改修工事　外の支出について
577,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープ他購入の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　色画用紙外購入の支出について
92,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 両面テープ　他の購入の支出について
115,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階廊下床の補修工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 西側外柵改修工事のための支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級経営研修会講師謝礼金の支出について
17,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 美術における講師謝礼の支出について
131,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 焼印　購入の支出について
32,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上質紙　他の購入の支出について
99,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機インクタンク購入の支出について
28,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ｋ－ＡＢＣⅡ基本セット（仕様書）購入の支出について
484,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スクリーンパーテーション　購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　購入の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付プロジェクターの購入の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 学校図書館用タワー型ＳＳウォール購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然観察授業講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音声指導実技研修会にかかる講師謝礼金の支出について
9,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年和太鼓演奏学習講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「在日コリアンの歴史」講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャボン液　他購入の支出について
108,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「１年国語下巻」外購入の支出について
316,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書の購入の支出について
8,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
76,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
119,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ボール紙ほかの購入の支出について
86,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰテープ　外　購入の支出について
24,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下外の購入の支出について
375,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外購入の支出について
28,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
170,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たらい　外購入の支出について
58,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
75,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
99,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平テープ　他　の購入の支出について
33,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
220,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
243,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書（教師用）「あたらしいこくご１年」外購入の支出について
5,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「シンデレラ」他　購入の支出について
47,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書の購入の支出について
267,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コイン型リチウム電池　外の購入の支出について
31,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール紐外購入の支出について
22,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級図書「ピトゥスの動物園」外　購入の支出について
289,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用算数ボックス外購入の支出について
64,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
46,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールテープ外購入の支出について
59,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名前クリップ　外　購入の支出について
59,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイスピードロート　外　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 河内音頭講師謝礼用花束の購入（９／２５）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご一下　研究編」外の購入の支出について
218,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育にかかる実習材料代（９／２５）の支出について
1,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ　外　購入の支出について
33,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　外購入の支出について
8,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外の購入の支出について
98,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール（３年用）ほかの購入にかかる支出について
86,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外購入の支出について
139,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　購入の支出について
25,540
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンバイザー　外購入の支出について
17,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インク外購入の支出について
24,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク他購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
40,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　外　購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編　あたらしいこくご一」外購入の支出について
135,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン　外購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニホワイトボード購入の支出について
118,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋外購入の支出について
47,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
38,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外の購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接作業特別研修受講料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「板書で見せる『私たちの道徳』」外　購入の支出について
36,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤他購入の支出について
170,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラック刷毛他購入の支出について
99,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
40,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題練習　外９点の購入の支出について
332,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汁杓子他購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　図画工作他購入の支出について
199,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　他　購入の支出について
20,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 運動会（Ｈ２７・９・２７）に伴う来賓用弁当購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解洗浄の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アクリル板入替の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ガラス補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い自動水栓補修工事の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎外壁剥離部撤去工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ吊下げハンガー取付工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組出入口引戸硝子取替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室水周り（防水パン設置）工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北西門門扉補修工事の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台キャスター取付修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 穴あき調理台修理の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
32,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機　修理の支出について
16,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替補修の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修理の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラインド清掃作業の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝　外　清掃業務委託の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃作業業務委託の支出について
165,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布にかかる業務委託の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グラウンド使用に伴う使用料（９／２８）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行　参加児童入場料（９／２５）の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習にかかるキャンプファイヤー体験料外の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　外購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 投てき板　購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク他購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
339,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　購入の支出について
65,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天才探偵ＩＱ探偵シリーズ」外購入の支出について
98,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　わがままおやすみシリーズ他購入の支出について
329,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こん虫のふしぎ」外購入の支出について
331,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいぞくポケット」外購入の支出について
218,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「醤油鯛」外　購入の支出について
368,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おさるとぼうしうり」外購入の支出について
361,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いちねんせい」外購入の支出について
350,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業特別研修受講料の支出について
11,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 美術部における講師謝礼の支出について
19,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 映画「奇跡のりんご」外ＤＶＤ購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用垂幕（横断幕）　外　購入の支出について
43,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２８年度大阪府公立高校入試問題外購入の支出について
21,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
23,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験ガイドブック外購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外の購入の支出について
69,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
67,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スコアブック外　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書（教師用）購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１６年度高校入学案内一覧　近畿版購入の支出について
9,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入の支出について
47,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
64,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
39,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角筆洗外購入の支出について
56,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具セット　外購入の支出について
18,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　他　購入の支出について
270,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラックライト購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台付モーター　他購入の支出について
36,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナボックス外購入の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス外購入の支出について
54,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
70,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グロー球　外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚付ホワイトボード購入の支出について
26,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　印刀　外　購入の支出について
68,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ベストヒット歌謡祭」外の購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 杉板　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平鉋　外購入の支出について
328,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキ　他　購入の支出について
39,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階特別支援教室照明器具取替工事の支出について
26,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東棟１Ｆ　玄関ガラス補修の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階職員室空調室外機補修工事の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック補修の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プールろ過装置排水管漏水補修工事の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外防球ネット補修工事の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室用スピーカー修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 し尿浄化槽清掃　業務委託の支出について
160,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の薬剤散布業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「きずだらけのリンゴ」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 校外学習　バス借上料の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子キーボード　購入の支出について
134,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室内書架　購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓用ルームエアコン購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マンガ日本の歴史」外購入の支出について
307,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「そして父になる」外購入の支出について
326,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 進路セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フルレンジユニット外購入の支出について
20,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト他購入の支出について
23,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手回し発電機外購入の支出について
89,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッド購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＳ４００四角鋼他購入の支出について
24,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバ外購入の支出について
142,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バスリコーダー他楽器等購入の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛けホワイトボード他購入の支出について
14,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソーブレード外購入の支出について
24,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋（ごみ袋）購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校ポスターの印刷の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
798,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入替（都市工学棟１階）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館３階教室雨漏り修理の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 校園ネット用パソコン修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査委託料の支出について
108,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「哲学用語図鑑」他購入の支出について
127,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易練り板外購入の支出について
218,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライバー　他　購入の支出について
204,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「決定版！音楽劇ベスト１０」外の購入の支出について
52,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドシャワー　外の購入の支出について
34,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室兼音楽室　スピーカー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 側溝清掃業務委託の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドライバー　他　購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼黒板外購入の支出について
68,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ　他　購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミーティング用チェアーの購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プール清掃用具および充電式クリーナー購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用直線定規他購入の支出について
52,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミーティング用チェアーの購入の支出について
34,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室等壁面塗装外の支出について
469,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館棟外壁補修工事の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯器取替補修工事の支出について
311,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館本館渡り部及び３年２組漏水補修工事の支出について
578,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過配管漏水補修工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
403,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド側溝補修工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上塔屋機械室天井雨漏り補修工事の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 非常誘導灯取替工事の支出について
160,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機器補修工事の支出について
429,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 幼稚部階段塗床補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前シャッター補修工事の支出について
79,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い場タイル補修他工事の支出について
195,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各教室出入口扉補修工事の支出について
470,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床全面補修工事の支出について
546,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室前土間補修工事の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料高置水槽電極箱外補修の支出について
48,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
54,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 武道場コンセント外補修工事の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者トイレブース補修工事の支出について
162,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用換気設備整備の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館１階倉庫床修理の支出について
267,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雨漏り補修工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　防火シャッター　補修工事の支出について
996,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ床排水溝修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ボイラー入替に伴うガス設備工事の支出について
450,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室電源増設工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール購入の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トランペットの購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　バレーボール支柱の購入の支出について
80,352
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 家庭科指導用直線ミシン購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プール清掃用具および充電式クリーナー購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用トレーニングマット購入の支出について
154,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ　外　購入の支出について
191,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型紙芝居購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットメモリーレコーダー　他の購入の支出について
67,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土他の購入の支出について
6,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ｐｃプリンター購入の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,098,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ペーパーホルダー取付工事の支出について
29,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 植木の防虫剤散布の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 汚泥及び架台の撤去処分の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ　購入の支出について
54,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 保健体育科授業研修にかかる講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
11,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 保健体育科授業研修にかかる講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業改善研修会にかかる報償金の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＱＵ（診断テスト）研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
17,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　幼稚部研修会　講師謝礼の支出について
15,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業運営指導委員会にかかる講師謝礼金他の支出について
10,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 アクティブラーニング現職教育会の講師謝礼金の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 実態把握研修会にかかる講師謝礼金の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業改善研修会講師料の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＵＤ授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
23,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語教科書購入の支出について
4,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット購入の支出について
365,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 補聴器クリーナー　外　購入の支出について
92,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 がんばる先生支援　研修会・学習会　手話通訳料の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ＷＹＳＨ研修会参加費の支出について
358,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８・９月分実習講師謝礼の支出について
119,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（９／８）にかかる講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活科出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南中ソーラン講習会にかかる講師謝礼金の支出について
11,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 図工科実技研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（９／７）にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　購入の支出について
62,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
43,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
361,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
83,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札購入の支出について
7,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学あたらしい体育１年」他　購入の支出について
29,554
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー回収ボックス外の購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙他　購入の支出について
25,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柵棒他購入の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外の購入の支出について
143,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
76,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　外　購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期指導書・教科書購入の支出について
146,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外購入の支出について
56,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーハッピ　外購入の支出について
40,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター、インキ購入の支出について
170,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご」外　購入の支出について
374,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他の購入の支出について
19,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー他購入の支出について
32,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
168,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　新編新しい国語（下）他購入の支出について
278,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご１年下」外購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全判画用紙　他購入の支出について
39,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご１」他購入の支出について
14,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書外の購入の支出について
140,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用教科書　新しい国語三　外購入の支出について
8,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土及び版画用カラーベニヤ購入の支出について
24,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋　他購入の支出について
62,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池外購入の支出について
113,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転いす他購入の支出について
40,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
299,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん　外購入の支出について
57,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス植木バリカン替刃購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ線他購入の支出について
51,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
17,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車用キャスター購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷ほうき１１玉購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用練習球　外　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書外の購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 行事用ポンポン他購入の支出について
110,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
27,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 希釈塩酸外購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外（仕様書）購入の支出について
2,486,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ用排ガス熱交換器外購入の支出について
120,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット　外購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「日本のおもしろおばけ民話」購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
7,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布リボン　外　購入の支出について
66,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアたたみ　購入の支出について
81,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタードラムカートリッジ購入の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期教科書・指導書購入の支出について
289,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソーパズル外購入の支出について
49,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン　外　購入の支出について
158,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書、指導書の支出について
19,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
195,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
433,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外の購入の支出について
73,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
2,119,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
522,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
81,138,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター錠補修工事の支出について
18,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室　照明器具取付工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室扉取替補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室埋込式コンセント修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室窓ガラス補修の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階男子トイレ漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ照明器具修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠　修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
193,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 炊飯器内釜補修の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理台修理の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルハンドル式身長計修理の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科室コンセント修繕の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ引き取りリサイクル回収料外の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（９／２９）の支出について
70,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル処分・運搬料金の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル処分・運搬料金の支出について
21,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ引き取りリサイクル回収料外の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 工事に伴う物品保管等安全対策外業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室ハエ・ゴキブリ駆除業務委託の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の伐採業務委託の支出について
291,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １０月分左専道運動場使用料（９／２８）の支出について
225,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 音読発表会実施にかかる会場使用料（９／２９）の支出について
48,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル一眼レフカメラ、他購入の支出について
144,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あいうえおうさま」外の購入の支出について
270,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくのふとん」外購入の支出について
180,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 みいつけた！みぢかないきもの他図書室用図書購入の支出について
374,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
290,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「文溪堂の英語絵本」外　購入の支出について
301,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さがすぞ！シリーズ」他購入の支出について
391,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業の受講料（１０／７）の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師交通費の支出について
5,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙外購入の支出について
71,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
36,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか購入の支出について
56,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機替刃セット　購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　他　購入の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
54,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　他　購入の支出について
94,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　他　購入の支出について
169,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールほか購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
122,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ（１０本）購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同用絵の具購入の支出について
10,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー石灰　外　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他　購入の支出について
18,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＤプレーヤー　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯ネオハライドランプ購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘルメット　購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンセント　外　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科用図書「あたらしい国語　１年上」ほか　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランペット用カップミュート他購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート外　購入の支出について
114,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹へら外購入の支出について
46,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,800,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
656,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,306,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排煙窓補修工事の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ張弦修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外　修理の支出について
49,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室プリンター修理の支出について
80,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
39,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外　修理の支出について
32,832
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬費の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 球技大会会場借上げにかかる使用料（１月実施）の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こころ」外購入の支出について
369,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すぐできるアイデア食育」外購入の支出について
222,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ラッコのひみつ」外購入の支出について
250,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「青のない国」　他購入の支出について
207,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟　会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（７月分）の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月分）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック発振子外購入の支出について
11,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 透明粘着ブックカバーの購入の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湿度計外購入の支出について
61,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国大学数学入試問題詳解　外購入の支出について
24,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クレンザー外購入の支出について
28,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ　外の購入の支出について
19,656
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル他の購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
34,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＨ・残留塩素測定器購入の支出について
23,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 豚の眼球購入の支出について
8,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 砂ならし（レーキ）外購入の支出について
164,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック　外購入の支出について
59,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　買入の支出について
34,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ　外買入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
463,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,917,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理（ＤＫＤ１３１０６５）の支出について
23,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 マークシートリーダー修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 姉妹校交流にかかる施設入場料（９／２９）の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
15,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 なまこ釉　外の購入の支出について
305,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理部品購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
127,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 綿糸外購入の支出について
168,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用ボール　外　購入の支出について
23,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　印刷製本費 高等部学校案内ポスター　印刷の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,867,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,873,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部Ｅグループ体験学習に伴う付添職員入場料の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザー距離計　外３点の購入の支出について
75,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 腕時計購入の支出について
31,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水切りかご　外　購入の支出について
15,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカー大型作戦盤購入の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 たい積岩標本　他　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アクティブスピーカー購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バケツ　購入の支出について
9,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 乾燥機用スタンド　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
153,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上ブロック落下防止補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階廊下床面補修工事の支出について
426,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え補修工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室他壁塗装補修工事の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室床補修工事の支出について
399,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
914,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動防火シャッター蓄電池交換の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室壁紙・床張替工事の支出について
567,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台下扉取替工事の支出について
149,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門　扉補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
85,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号階段横トイレ　補修工事の支出について
948,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修の支出について
227,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階ＥＶホール前床張替の支出について
84,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室サンダー掛け工事の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外スピーカーの配線補修工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階教室窓ガラス入替補修の支出について
9,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスわれ替え補修工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下天井漏水補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎４階教室天井漏水補修工事の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
484,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配膳戸棚補修工事の支出について
197,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床面樹脂加工の支出について
716,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館１階廊下窓ガラス入替補修の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階更衣室窓枠取付及び窓硝子入替工事の支出について
29,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面補修工事の支出について
175,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 避難口誘導灯取替補修工事の支出について
319,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２階女子和式便器詰り修理の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場改修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２・３階トイレブース補修工事の支出について
472,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台スクリーンの修理の支出について
281,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プール　タラップ新規設置工事の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 箱型運動遊具の購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ハイポネックス、肥料、苗購入の支出について
8,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スプリングマット購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階職員室側屋根箱樋水切塗装工事の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書　逆向き設計で確かな学力を保障する外の購入の支出について
9,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
947,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
14,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,373,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
3,769,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,194,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書（仕様書）購入の支出について
428,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面式マグシート黒板他購入の支出について
128,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はにわ粘土外購入の支出について
26,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リレー用たすき　外購入の支出について
62,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニア購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
23,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,369,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「お話会」「昔遊び」実施にかかる講師への記念品の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　外　購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ外購入の支出について
171,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用諸用紙ほかの購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ洗い・絞り機他清掃用具等の購入の支出について
69,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,264,641



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
782,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カモフラージュホルダー　外　購入の支出について
33,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
577,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編新しい算数３」外購入の支出について
31,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴外購入の支出について
55,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈込鋏　外の購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学道徳みんななかよく」外購入の支出について
11,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー外購入の支出について
22,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
46,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土、鹿沼土購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土購入の支出について
5,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
57,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居舞台　外　購入の支出について
145,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
466,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
413,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芯材　外　購入の支出について
63,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導黒板　外　購入の支出について
130,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たこ糸　外購入の支出について
38,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
92,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木版画用ベニヤ板　外　購入の支出について
90,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド　外購入の支出について
18,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
21,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク、マスター購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
3,833,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャネットシート　購入の支出について
26,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
10,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
110,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
18,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカーほか購入の支出について
67,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統行事体験に係るだんご粉外の購入（９／２９）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー包丁外購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　新しい算数３年　外購入の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑化用物品「花の土」他の購入の支出について
92,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編　あたらしいこくご一　外の支出について
259,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス回転釜部品　購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
285,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,384,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 示温テープ　外購入の支出について
18,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
17,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外購入の支出について
36,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
30,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ他購入の支出について
92,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編あたらしいこくご一下指導書外購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ外　購入の支出について
7,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ他の購入の支出について
28,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本　どんなかんじかなあ　外　購入の支出について
4,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整備工事の支出について
748,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室床修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食業務用ダクト分解洗浄等調整補修工事の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給湯ボイラードレン管取替補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室三槽シンク排水管修理の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室　スリガラス入替補修の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階身障者便所出水不良修理　請負の支出について
30,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室・厨房下処理室給湯配管漏水補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階男子トイレ壁タイル補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室床改修工事の支出について
732,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室便所便器水漏れ補修工事の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食材保存用冷凍庫修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット補修の支出について
106,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
49,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃物交換修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラインド清掃手数料の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 消火補給水槽排水管の漏水調査業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール及びプールサイド清掃業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 植栽回収業務委託の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞業務委託の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽室　床面ワックス掛け業務委託の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場周辺側溝及び会所清掃業務委託の支出について
475,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童用アンケート診断業務委託の支出について
197,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓倭」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤセット　借入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 ５年社会見学借上げバス代の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インフォメーションディスプレイ購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用チェア購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
104,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両面式マグシート黒板他購入の支出について
40,937
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコンの購入の支出について
99,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
302,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ウォーリーの絵本」外購入の支出について
352,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル曲げヒーター　外　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
45,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具外の購入の支出について
30,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯器具　購入の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 線香ほか購入の支出について
94,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールペーパー　外の購入の支出について
47,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーフォルダー　外　購入の支出について
29,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ外購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外　購入の支出について
24,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エコカルタ製作にかかる色画用紙の購入（９／３０の支出について
7,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「あたらしい国語１」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
72,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　外　購入の支出について
40,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式用バット、他購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外購入の支出について
35,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
17,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　外　購入の支出について
20,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
58,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板用線引テープ外購入の支出について
32,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　購入の支出について
22,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ＤＶＤソフト他購入の支出について
82,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（白）　外３点の購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックスポイト　外　購入の支出について
26,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
42,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
39,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１６年版高校入学案内（近畿版）外購入の支出について
17,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトラダートレーニングロープ、他購入の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチカード　外　購入の支出について
84,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パワーグリップ彫刻刀、他購入の支出について
66,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半田ごて外購入の支出について
116,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用軽量フェンス　他　購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「日本の伝統音楽②」　購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土作品乾燥箱他購入の支出について
160,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＶシート　購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラウンドアップ　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど他購入の支出について
80,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンシャトル購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やに外購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイネームツイン式　外の購入の支出について
84,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベゴニア苗　外　購入の支出について
23,619
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子『高校入学案内一覧』外購入の支出について
8,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷請負の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損入替え補修の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館棟鍵取替工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１．２階トイレ詰まり及び漏水補修の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門補修工事の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 普通教室空調機（ＧＨＰ）　修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絶歌」　外　購入の支出について
343,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ（ＳｔｕｄａｉｄＤ．Ｂ．数学チャート）購入の支出について
13,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　外の購入の支出について
58,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＰＵ外購入の支出について
34,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドル部（フラッシュバルブ部）外購入の支出について
12,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
54,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録用ゴム印の購入の支出について
21,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノート型パーソナルコンピューター修理の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「精選版日本国語大辞典」他購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 この音とまれ！９他図書室用書籍購入経費の支出について
44,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿定時制通信制高校長会研究協議会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿地区定時制通信制高校研究協議会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットボンベ外購入の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モール　外の購入の支出について
10,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ付大型本　外の購入の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルマイトボール　外の支出について
37,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ外購入の支出について
134,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部３年修学旅行に伴う付添職員拝観入場料の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部修学旅行に伴う付添職員入場料の支出について
63,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 堆積水槽セット　外　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホンの購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランシーバー外購入の支出について
70,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 円盤　外　購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 踏切板外購入の支出について
69,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼定規　購入の支出について
19,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小型タイマー用キャリングバッグ　外購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス瞬間湯沸器購入の支出について
39,628
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー外購入の支出について
52,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 視聴覚物品「ワイヤレスマイク」の購入の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高齢者疑似グループ体験セット購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
567,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎４階上部外壁クラック補修工事の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室漏水補修工事の支出について
682,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス空調機補修工事の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 調理室流し台排水用トラップ取替工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール洗眼流し台補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階校長室・事務室系統ＧＨＰ修繕工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎ガス漏れ補修工事の支出について
6,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
363,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室モニター付きインターホン配線補修工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床面補修工事の支出について
418,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具ガード取付工事の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雑排水会所木の根除去等補修工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 換気扇交換補修工事の支出について
243,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１Ｆ保健室　空調補修工事の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外配管づまり補修の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 なかよし教室改修工事の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
257,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場止水栓　外補修工事の支出について
114,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アミ戸取付工事の支出について
42,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ温水洗浄便座設置工事の支出について
116,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 木製遊具撤去及び整地工事の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室庇改修工事の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室扉鍵取付工事の支出について
412,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 理科室他１２箇所へのインターホン設置工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 食缶消毒保管器増設に伴う電源工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室保管庫出入口前スロープ設置工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 フライヤー更新に伴う電源工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 フェンス設置工事の支出について
715,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 キャリア教育支援実習室手洗い場設置工事の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン　新設工事の支出について
309,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型タイマー用キャリングバッグ　外購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビデオライトの購入の支出について
98,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターインク購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
13,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土　腐葉土の購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具他　購入の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会用講師謝礼の支出について
16,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 姿勢指導授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書理科１年　外　購入の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ソフトレザーケース　外購入の支出について
95,472
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書（仕様書）購入の支出について
355,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付プロジェクター購入の支出について
258,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
222,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南中ソーラン授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 図工実技研修会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究・研修会指導助言にかかる講師料の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
28,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書（後期用）　購入の支出について
358,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度　教師用教科書・指導書の購入の支出について
220,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ釘　外の購入の支出について
56,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史年表　外　購入の支出について
80,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン　他　購入の支出について
33,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鳴子　購入の支出について
37,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（石灰）　購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着剤付マグネットシート外購入の支出について
68,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天声こども語学習ノート購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救護用担架　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターの購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別講習受講料及びテキスト代の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
6,202,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ　外購入の支出について
31,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,102,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
94,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
941,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「漢字なりたちブック」外　購入の支出について
208,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,547,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,442,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ　購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　他　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鳴子外購入の支出について
34,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板購入の支出について
46,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰテープ他購入の支出について
96,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜他購入の支出について
70,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸他購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
694,126
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
110,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクハンド型外の購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
25,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ちゃん人形用クーハン購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
68,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ他購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラバーカップ大　外　購入の支出について
14,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー　外購入の支出について
39,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 煙感知器ヘッド　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シール　外購入の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外の購入の支出について
15,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
72,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
28,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか　購入の支出について
76,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書後期分購入の支出について
12,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニング用ラダー外購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 額縁　外（集約物品）購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オフシーズン用プール用除藻剤の購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書の購入の支出について
325,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
122,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　あたらしいこくご一下外　購入の支出について
397,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンパス紙他購入の支出について
209,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
59,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
43,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たね火ライター　外購入の支出について
57,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンブロワー外購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
64,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
174,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示具外購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎１階出入口扉の建付および鍵補修工事の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室用換気設備整備工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂屋根雨漏り補修　工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
35,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場コンセント補修工事の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備修理の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２段式リフター修理の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 芝刈機修理の支出について
7,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
30,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１）の支出について
3,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学児童交通費（１０／１）の支出について
12,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年校外活動にかかる交通費・入館料　１０／１の支出について
24,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 防災学習にかかる児童交通費（１０／１）の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員プラネタリウム観覧料の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外活動にかかる交通費・入館料　１０／１の支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トレーニング用ラダー外購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター　購入の支出について
399,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
99,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「原寸大図鑑セット」他の購入の支出について
115,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「きみは知らないほうがいい」外購入の支出について
333,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 国語辞典外の購入の支出について
271,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おさるとぼうしうり」外　購入の支出について
351,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくのかえりみち」外購入の支出について
83,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スミレとアリ」外購入の支出について
123,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　楽しいローマ字全５巻外購入の支出について
183,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「さかなはさかな」外の支出について
18,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別講習受講料及びテキスト代の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー業務にかかる受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 協同学習校内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
35,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球フェンス　他購入の支出について
84,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タープ購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石粉粘土外　購入の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
8,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 廃トナーボックス　外　購入の支出について
50,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンモニア水他購入の支出について
48,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」他購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ランニングアシストチューブ　外購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外購入の支出について
32,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧外購入の支出について
19,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード他購入の支出について
155,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンタワシ付スポンジ　外　　購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用マスター外購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 帯のこ盤替刃　購入の支出について
17,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶巾　外購入の支出について
16,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 純正トナーカートリッジ　外　購入の支出について
68,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　外　購入の支出について
9,396
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木彫板外の購入の支出について
164,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
49,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テント購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外　購入の支出について
29,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外　購入の支出について
70,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はっぴ購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステプラー　外　購入の支出について
73,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水とり足ふきマット購入の支出について
13,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールの購入の支出について
35,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
90,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 混声合唱曲集ＣＤ　購入の支出について
22,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 でんぷんのり　外購入の支出について
8,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,701,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館床用ワックス購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣料用洗剤　外　購入　の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧（近畿版）外購入の支出について
62,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶モニターほか購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
137,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室入口扉窓ガラス入替補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館・２号館間漏水補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知機断線補修工事の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損窓ガラス修理の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館西側２階女子トイレタイル補修工事の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階ミーティング室ガラス入替補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニ修理の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵の修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外　修理の支出について
59,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 琴の糸締め手数料（１３弦及び１７弦）の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１０月分（９／３０）の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会会場借上げにかかる使用料（１０／１）の支出について
41,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 助走路　購入の支出について
92,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
188,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
151,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
25,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ばけたま長屋」他購入の支出について
200,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「シリーズ戦争遺跡」外購入の支出について
375,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「王妃の帰還」ほかの支出について
71,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ他の購入の支出について
13,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスストリングスの購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
1,608,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　他購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
8,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アンチウイルスソフト購入の支出について
50,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
126,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンサーバー修理請負経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 帆布　外の購入の支出について
172,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用使い捨てパドル購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 全国盲学校長会秋季研究協議会秋田大会資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室フード及びブランコ塗装工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部ＣＤグループ体験学習に伴う付添職員入場料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おべんとうバス」他　購入の支出について
177,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国盲学校長会秋季研究協議会秋田大会参加費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,125,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式黒板　外（集約物品）購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドギアの購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子キーボード　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 障害物ネット　外　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 棒グラフ指導用白板　他の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライン引き　外　購入の支出について
161,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
47,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 彫刻刀（平刀）他購入の支出について
153,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 接点式入力装置外購入の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル　購入の支出について
65,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレイヤー　購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テープカッター台　他購入の支出について
26,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 光学台　外　購入の支出について
91,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
246,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段ノンスリップタイヤ補修工事の支出について
274,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室引き戸入れ替え補修工事の支出について
861,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室フードダクト清掃塗装の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スプリンクラーアラーム弁補修工事の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室ガスヒートポンプエアコン補修工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ戸　外　補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地上デジタル放送設備補修工事の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレブース取替補修工事の支出について
371,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プレイルーム天井漏水補修工事の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 駐車場区画線工事の支出について
48,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クラブハウス更衣室　間仕切り他補修工事の支出について
337,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室蛇口修理工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階多目的室タイルカーペット張替工事の支出について
355,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階男子・女子トイレ排水管整備工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂空調機冷却水配管外取替補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場消火管漏水補修工事の支出について
151,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 低温倉庫扉補修工事の支出について
113,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給湯器取替ガス設備工事の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ボイラー入替ガス設備工事の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 メガホンの購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トランペット購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トーンチャイム購入の支出について
94,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板スクリーン購入の支出について
128,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用書架購入の支出について
146,124

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について
20,770

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
555,568

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について
21,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
5,419

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
15,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
767,013

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
1,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
8,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
780

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
2,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
3,160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,189

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,085

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
59,310

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
1,104

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
2,660

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
1,502

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
36,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
13,332

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
3,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,862

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
746,228

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
68,140

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
67,155

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
106,320
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
667,078

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
1,970,814

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
47,659

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
132,669

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
23,980

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
59,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
159,485

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
12,250

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
566

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
29,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
28,449,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
147,838,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
36,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
66,040,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
11,363,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第２期の支給について
8,659,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について
1,290

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
16,342

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年09月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,520

消防局 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（７月分）
89,827

消防局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（７月分）
12,149

消防局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（７月分）
26,349

消防局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（７月分）
149,394

消防局 総務課 平成27年09月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（７月分）
196,641

消防局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（平成２７年度第１回航空隊員研修会）
23,900

消防局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 企画課用　管外出張旅費の支出について（平成２７年度五都市企画担当者会議）
18,360

消防局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用　管外出張旅費の支出について（平成２７年度五都市予防事務担当者会議）
26,440

消防局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「建築関係ＪＩＳ要覧ほか２点」購入経費の支出について
20,751

消防局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「航空路誌改訂版０７９号ほか１点」購入及び経費の支出について
7,180

消防局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局７月分）
2,624

消防局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（８月分）
8,106

消防局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（７月分）
2,039

消防局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（７月分）の支出について
171,234

消防局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局７月分）
5,000

消防局 総務課 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局７月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（８月分）
341,076

消防局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　電話使用料（消防局）の支出について（８月分）
5,468

消防局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「消防設備法令実務総覧追録８１９－８２９号」の購入及び経費の支出について
596,376

消防局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（消防防災科学技術賞選考委員会）
29,640

消防局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（建設消防委員会行政視察）
51,520

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（８月分）
4,267

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（８月分）
22,342

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（８月分）
196,466

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（８月分）
272,389

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（８月分）
4,267

消防局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（８月分）
8,534
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消防局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局８月分）
5,404

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
136,070

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
25,833

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「大阪市消防関係例規集追録第４４４号」購入及び経費の支出について
81,000

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
1,058

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
720

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２７年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（８月分）
2,633,801

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
2,020

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　運営費
21,528

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　運営費
58,320

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局８月分）
5,360

消防局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２７年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（８月分）
35,105

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 高度専門教育訓練センター用　管外出張旅費の支出について（第３８回全国消防学校長指定都市ブロック会学校長会議）
28,500

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（特別研修員の帰阪）
29,240

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（１０月分）
16,347

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（８月分）
32,400

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（８月分）の支出について（単価契約）
295,081

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２７年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（８月分）
411,596

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局高度専門教育訓練センター定期清掃業務委託料（８月度完了分）の支出について
349,609

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期契約）の経費の支出について（８月分）
604,260

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（８月分）の支出について
445,500

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局８月分）
25,526

消防局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（８月分）
5,367

消防局 人事課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 総務省消防庁派遣者用　総務省消防庁からの復職及び同経費の支出について
155,740

消防局 人事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　スタンド式扇風機の購入及び同経費の支出について
8,640

消防局 人事課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 職員表彰用表彰状印刷経費の支出について
19,764

消防局 人事課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 非常勤嘱託職員用　非常勤嘱託職員採用時健康診断業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について
2,883

消防局 人事課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 衛生管理用　衛生管理者免許試験の受験及び同経費の支出について
20,790

消防局 施設課 平成27年09月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（７月分）
5,688,144

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度此花消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（７月分）
60,264

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（７月分）
188,837

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　免税軽油（消防局船舶）第２四半期（ゆめしま）に係る経費の支出について（７月分）
13,446

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（７月分）
70,992

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（７月分）
1,196,496

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（７月分）
1,003,707

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（７月分）
1,109,101

消防局 施設課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（７月分）
3,479,274

消防局 施設課 平成27年09月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか４点の購入経費の支出について
1,186,920

消防局 施設課 平成27年09月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　消防局庁舎１階中央管理室・７階ロビーその他改修機械設備工事の前払金の支出について
700,000

消防局 施設課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　西淀川消防署給水ユニットポンプ修理の経費の支出について
700,056

消防局 施設課 平成27年09月15日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 旅費　普通旅費 施設課用　管外出張旅費の支出について（此花消防署建設電気設備工事に伴う低圧動力盤、低圧電灯分電盤等の工場検査にかかる旅費）
30,260

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　南方面隊空調室外機修理の経費の支出について
594,000

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　西消防署江戸堀出張所外壁補修工事の経費の支出について
321,840

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局庁舎ガス吸収式冷温水機修理の経費の支出について
827,604

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　福島消防署上福島出張所ほか３か所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
691,200

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　西消防署新町出張所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
237,600

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局庁舎排煙窓開閉装置修理の経費の支出について
79,920

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
59,400



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
61,020

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度此花消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（８月分）
60,264

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（９月分）
6,200

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（９月分）
370,734

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
270,000

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（９月分）
105,024

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　天王寺消防署テレビ用受信設備改修工事の経費の支出について
518,400

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署事務室その他改修工事の前払金の支出について
3,050,000

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　都島消防署給湯管改修工事費の支出について
507,600

消防局 施設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　福島消防署上福島出張所給水ポンプ改修工事費の支出について
1,164,240

消防局 施設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　消防局庁舎給茶器修理の経費の支出について
61,884

消防局 施設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
60,696

消防局 施設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
201,312

消防局 施設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（10月分）
88,500

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　中央消防署ほか２か所簡易専用水道検査（２）の支出について
29,160

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（長期継続）８月分
408,024

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（10月分）
21,344

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（10月分）
94,500

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（10月分）
87,500

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（10月分）
34,978

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（10月分）
18,400

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン八尾南）賃借料の支出について（10月分）
85,000

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（10月分）
274,000

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（10月分）
7,560

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（10月分）
100,000

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（８月分）
129,600

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（10月分）
13,539

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　福島消防署上福島出張所外壁改修工事設計業務委託の経費の支出について
864,000

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎（アベリアⅢ）賃借料の支出について（10月分）
80,000

消防局 施設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　阿倍野消防署晴明通出張所境界塀その他改修工事の支出について
1,566,000

消防局 予防課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用　小学校４年生向けぼう火パンフレット「大阪市の消ぼう」印刷にかかる経費の支出について
418,219

消防局 予防課 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査電気実験用　プラグほか４点の購入経費の支出について
27,000

消防局 予防課 平成27年09月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　現場復元等見取図（様式第15号）ほか１点の印刷経費の支出について
27,588

消防局 予防課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 防火防災研修用　中学生用防火防災研修教材印刷及び同経費の支出について
358,560

消防局 予防課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託経費の支出について（８月分）
149,071

消防局 予防課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託経費の支出について（８月分）
8,519

消防局 予防課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託経費の支出について（８月分）
17,475

消防局 予防課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 理化学試験用ガスクロマトグラフ分析装置の修理に伴う経費の支出について
33,300

消防局 予防課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託経費の支出について（８月分）
38,560

消防局 予防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（８月分）
11,934,000

消防局 予防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（８月分）
14,643,000

消防局 予防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 防災実技講習事業用　防災実技講習業務委託及び同経費の支出について（８月分）
828,000

消防局 予防課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（８月分）
741,810

消防局 予防課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成27年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務実施経費の支出について（８月分）
7,799,916

消防局 予防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 火災予防普及用　アンケート郵送料の支出について（８月分）
27,135

消防局 規制課 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　第1種火災報知システム専門技術者研修会受講用経費の支出について
2,000

消防局 規制課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 規制課研修用　ＬＰガス保安専門情報説明会の受講に伴う経費の支出について
10,000

消防局 警防課 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　カラビナ（小）の購入経費の支出について
177,778
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消防局 警防課 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（７月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　消防業務賠償責任保険加入経費の支出について
4,009,200

消防局 警防課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ１３０）ほか５台の車両整備業務委託の経費支出について
337,748

消防局 警防課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費支出について（６月分）
2,926,015

消防局 警防課 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（７月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（８月分）
29,756

消防局 警防課 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（７月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　平成27年度潜水技術研修受講に伴う経費の支出について
384,000

消防局 警防課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線利用料の支出について（７月分）
429,837

消防局 警防課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救助活動用　小型船舶の定期検査及び中間検査に係る経費の支出について
58,000

消防局 警防課 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h27.10）
7,128

消防局 警防課 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験受験手数料及びテキスト料の支出について（h27.10）
20,790

消防局 警防課 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費支出について（７月分）
1,675,234

消防局 警防課 平成27年09月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防活動用　無線局(基地局)変更検査手数料の支出について
2,450

消防局 警防課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　チタン製二つ折りはしごの修繕の経費の支出について
38,880

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２６年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（8月分）
655,797

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（8月分）
27,000

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（8月分）
366,683

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（8月分）
22,032

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（8月分）
468,970

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（8月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２７年度１万分の１精度地図データほか２点借入に係る経費の支出について（８月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２７年度２５００分の１精度地図データ借入に係る経費の支出について（８月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（７月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　業務用端末等一式長期借入経費の支出について（８月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（8月分）
280,800

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　メール１１９運用サービスの利用料の支出について（８月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用　１０月分消防自動車継続検査重量税・手数料１７台分経費の支出について
18,700

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用　１０月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１７台分経費の支出について
151,470

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（東方面隊車）の車両整備業務委託の経費の支出について
114,804

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車等定期点検整備（３）業務委託の経費の支出について
162,000

消防局 警防課 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用　１０月分消防自動車継続検査重量税・手数料１７台分経費の支出について
954,000

消防局 警防課 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金８月分）の支出について
12,874

消防局 警防課 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　ＯＣＲシート購入経費の支出について
7,840

消防局 警防課 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　化学車薬液槽点検調査業務委託の経費の支出について
228,528

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（８月分）
5,367

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（８月分）
20,162

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（８月分）
519,674

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（８月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（８月分）
55,248

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（８月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（８月分）
5,832

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（８月分）
10,080

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（８月分）
10,584

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線利用料の支出について（８月分）
429,840

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料（８月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（８月分）
38,880

消防局 警防課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（８月分）
1,047,600
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消防局 司令課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用レスクマスクアダプタの購入経費の支出について
2,019

消防局 司令課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器右肩ベルトほか２点の購入経費の支出について
21,297

消防局 司令課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 指令情報センター業務用　ＢｉｚＦＡＸ使用料の支出について（８月分）
1,117

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 新任教育用　教科書「詳解消防訓練礼式の基準（平成元年改訂版）」の購入に係る経費の支出について
92,610

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第三級海上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
1,750

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第三級海上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
19,440

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第一級陸上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
1,750

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第一級陸上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
67,716

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防学校庁舎等の警備業務委託長期継続契約の経費の支出について（４月～６月分）
77,760

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）
159,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 新任教育用　教科書「消防関係法令集」購入にかかる経費の支出について
144,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　救急救命士標準テキスト追補版　ショックへの輸液・ブドウ糖投与ほか１点の購入経費の支出について
454,132

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 救急教育用　高度救急処置訓練人形Ａほか２３点の修繕経費の支出について
587,088

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 救急教育用　平成２７年度救急教育等業務委託に係る経費の支出について（２回目／全３回）
14,410,570

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
7,980

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　随時整備　タンク車（Ｔ９７)充電回路点検及びバッテリー交換に係る経費の支出について
31,860

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　バスの定期点検整備業務委託に係る経費の支出について
10,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　研修担当主任者研修に伴う講師報償金の支出について
23,720

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（８月分）
159,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　平成27年度危険物取扱者（甲種）養成講習受講に係る経費の支出について
75,120

消防局 北消防署 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　与力予備小型タンク車（ＳＴ１２５）流量計ほか一箇所の修理経費の支出について
46,872

消防局 北消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　与力出張所通信機械室空調機修理経費の支出について
64,800

消防局 北消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梅田救助隊車（Ｒ１０４）エアコン修理経費の支出について
48,276

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
10,823

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
6,156

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,886

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,819

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
6,480

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
7,000

消防局 北消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（北３０）の修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 北消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エアコン修理経費の支出について
15,984

消防局 北消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（８月分）経費の支出について
15,672

消防局 北消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
7,330

消防局 北消防署 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　業務用バイクの定期点検整備業務委託経費の支出について
27,442

消防局 北消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　与力出張所配管詰まりによる管洗浄経費の支出について
32,400

消防局 都島消防署 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検経費の支出について
79,920

消防局 都島消防署 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検の追加整備の経費の支出について
24,840

消防局 都島消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　都島予防広報車ほか１台の定期点検整備業務委託経費の支出について
12,960

消防局 都島消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　ドライスーツ修理経費の支出について
24,840

消防局 都島消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田小型タンク車タイヤ交換及び同経費の支出について
26,352

消防局 都島消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）管理費
16,025

消防局 都島消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）管理費
1,076

消防局 都島消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）運営費
18,575

消防局 都島消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）運営費
7,020

消防局 都島消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）運営費
5,648

消防局 都島消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等　市内出張旅費等の支出について（８月分）
8,780

消防局 都島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（コピー）８月分の支出について
13,614

消防局 都島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自家給油取扱所　給油ポンプ漏電改修経費の支出について
75,600
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消防局 都島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ナイロンロープ買入経費の支出について
66,960

消防局 都島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高倉小型タンク車オイルタンクゲージ修繕経費の支出について
15,552

消防局 福島消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップの買入経費の支出について
16,977

消防局 福島消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
4,596

消防局 福島消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
653

消防局 福島消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
410

消防局 福島消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
13,457

消防局 福島消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
4,063

消防局 福島消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
3,230

消防局 福島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）支出について
11,575

消防局 福島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　震災訓練用ラベルシールほか１２点の買入及び経費の支出について
60,447

消防局 福島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用減圧器Ｏリングの買入経費の支出について
7,776

消防局 福島消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　携帯型パルスオキシメータ作動不良修理経費の支出について
19,980

消防局 此花消防署 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車ＲＥ９の６ヶ月定期点検整備業務委託経費の支出について
8,856

消防局 此花消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（７月分）
440

消防局 此花消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
2,000

消防局 此花消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
18,860

消防局 此花消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
13,640

消防局 此花消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
14,364

消防局 此花消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車ＳＴ２４０タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
29,808

消防局 此花消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　デジタル可搬型無線機西九条指揮１修理に伴う経費の支出について
52,531

消防局 此花消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
14,730

消防局 此花消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　熱画像直視装置ブラード用バッテリーほか１点買入に伴う経費の支出について
44,280

消防局 此花消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３５７バッテリ－交換整備に伴う経費の支出について
22,032

消防局 中央消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ５点修理に伴う経費の支出について
129,405

消防局 中央消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）（管理費）
2,944

消防局 中央消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）（管理費）
734

消防局 中央消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）（管理費）
4,160

消防局 中央消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）（管理費）
3,126

消防局 中央消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（道頓堀ＳＴ１９３）空調設備修理に伴う経費の支出について
26,352

消防局 中央消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
14,070

消防局 中央消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について（上町出張所）
5,003

消防局 中央消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　上町出張所ガス温水ボイラバーナー部分修理に伴う経費の支出について
37,800

消防局 中央消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　中央消防署ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
18,576

消防局 中央消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
18,208

消防局 西消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）パワーウインドーの修繕に伴う経費の支出について
28,155

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
4,440

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
648

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,404

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用 シリンダーストラップほか４点買入に伴う経費の支出について
69,822

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車のエンジンオイル交換（Ａ３９１）の追加整備（エアコン修理）に伴う経費の支出について
27,756

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防救急デジタル可搬型無線機（西指揮１）の修繕に伴う経費の支出について
155,023

消防局 西消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,648

消防局 西消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６９）ポンプの修繕に伴う経費の支出について
54,540

消防局 西消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　防災訓練用ブルーシートほか１点買入に伴う経費の支出について
8,316

消防局 西消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
13,140

消防局 西消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
14,441

消防局 西消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般業務用　連絡用トランシーバー買入に伴う経費の支出について
73,440
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消防局 西消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）ヘッドライトの修繕に伴う経費の支出について
17,280

消防局 西消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＢＲ１３）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
34,182

消防局 港消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　受付用エアコンの修理経費の支出について
53,060

消防局 港消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
1,199

消防局 港消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
420

消防局 港消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　運営費
4,471

消防局 港消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　グリースペンシルほか７点の買入経費の支出について
19,446

消防局 港消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　ＩＣレコーダーの買入経費の支出について
32,400

消防局 港消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
9,320

消防局 港消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）支出について
11,028

消防局 港消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１６）タイヤ交換修理経費の支出について
69,768

消防局 大正消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 一般事務用　データプロジェクターの修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 大正消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＰＩ３０４）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
4,968

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか１点の買入に伴う経費の支出について
28,607

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
15,826

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
410

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
9,000

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
6,745

消防局 大正消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
562

消防局 大正消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ファクシミリ感熱記録紙の買入に伴う経費の支出について
5,397

消防局 大正消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車のタイヤ交換に伴う経費の支出について
21,924

消防局 大正消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネほか１点の買入に伴う経費の支出について
43,200

消防局 大正消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
1,740

消防局 大正消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
9,812

消防局 大正消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯ほか１点の買入に伴う経費の支出について
20,790

消防局 大正消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,832

消防局 天王寺消防署 平成27年09月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ２８８エンジンオイルほか１点交換経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
17,040

消防局 天王寺消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
3,439

消防局 天王寺消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
82

消防局 天王寺消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
902

消防局 天王寺消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
6,538

消防局 天王寺消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車ＳＴ１０７ハザードランプ修理経費の支出について
12,913

消防局 天王寺消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
6,100

消防局 天王寺消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車継続検査業務委託経費の支出について
24,840

消防局 浪速消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　ホイッスル付メガホン買入経費支出について
17,460

消防局 浪速消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　リコイルスターター買入及び経費支出について
9,342

消防局 浪速消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　車両用粉末消火器買入経費支出について
49,440

消防局 浪速消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器３基修理経費支出について
136,404

消防局 浪速消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費支出について
61,560

消防局 浪速消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮調査車（ＣＣ３０３）６カ月定期点検整備業務委託の実施及び経費支出について
5,940

消防局 浪速消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
9,162

消防局 浪速消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,558

消防局 浪速消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
6,293

消防局 浪速消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
8,359

消防局 浪速消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機浪速５０修理経費支出について
16,200

消防局 浪速消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２０１）バッテリー交換経費支出について
42,660

消防局 浪速消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
5,500
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消防局 浪速消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器浪速２６修理経費支出について
32,659

消防局 西淀川消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用 可搬式ポンプの修理（西姫島公園）経費の支出について
27,000

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
11,637

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
3,240

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
256

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,940

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,240

消防局 西淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,780

消防局 西淀川消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
11,430

消防局 西淀川消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５９）ヘッドライトの修繕経費の支出について
40,392

消防局 淀川消防署 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ロープ（２００ｍ１巻）買入経費の支出について
52,920

消防局 淀川消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　大型除染システム搭載車（ＲＷ２７）の後輪タイヤ１本交換経費の支出について
33,264

消防局 淀川消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８９）のエアコン修繕経費の支出について
20,109

消防局 淀川消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２２）のバッテリーリレー交換経費の支出について
54,000

消防局 淀川消防署 平成27年09月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯（ＦＨＦ３２ＥＸ－Ｎ－Ｋ）ほか４点の買入経費の支出について
47,439

消防局 淀川消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　洗濯機（加島出張所）修理経費の支出について
14,688

消防局 淀川消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３７）、救助器材車（ＲＥ２０）の定期点検整備業務委託経費の支出について
19,008

消防局 淀川消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　レギュレータほか２点の買入経費の支出について
145,800

消防局 淀川消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知警報器修理経費の支出について
18,252

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,077

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
5,000

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
324

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,804

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,481

消防局 淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
10,800

消防局 淀川消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
26,850

消防局 東淀川消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩パッドほか２点買入に伴う経費の支出について
68,850

消防局 東淀川消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
3,033

消防局 東淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,404

消防局 東淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
831

消防局 東淀川消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,240

消防局 東淀川消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費支出について
31,406

消防局 東淀川消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　鉄骨用クランプ（直交型）ほか３点買入及び経費の支出について
36,720

消防局 東淀川消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
7,310

消防局 東淀川消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０８）及び広報車（ＰＩ３２５）の定期点検整備業務委託経費の支出について
17,712

消防局 東成消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　角材Ａほか１２点買入経費の支出について
93,960

消防局 東成消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　張力計修理経費の支出について
41,148

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
5,119

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
6,202

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
140

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,452

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
10,992

消防局 東成消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,000

消防局 東成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
3,620

消防局 東成消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について
12,256

消防局 東成消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２２）ほか１台の６ヵ月定期点検整備業務委託経費の支出について
22,680

消防局 東成消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０１）バッテリー買入経費の支出について
13,500
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消防局 生野消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　高圧ガス容器(空気)修理経費の支出について
21,600

消防局 生野消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　生野消防署巽出張所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
18,338

消防局 生野消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　生野消防署巽出張所事務室空調設備補修工事経費の支出について
199,800

消防局 生野消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　永木精機製張力計修理経費の支出について
34,452

消防局 生野消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理経費の支出について
75,060

消防局 生野消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　アルカリ乾電池買入経費の支出について
2,073

消防局 生野消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　生野消防署巽出張所事務室空調設備修理見積手数料の支出について
10,260

消防局 生野消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
3,230

消防局 生野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）経費支出について
10,917

消防局 生野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）の定期点検整備業務委託経費の支出について
6,480

消防局 生野消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
17,219

消防局 生野消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
574

消防局 生野消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
11,604

消防局 生野消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　油圧救助器具修理経費の支出について
29,160

消防局 旭消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮・調査車（ＣＣ３１６）定期点検整備業務委託経費の支出について
8,208

消防局 旭消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７５）小型タンク車（ＳＴ１８６、ＳＴ２３３、ＳＴ２２３）タイヤ交換修理経費の支出について
148,608

消防局 旭消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
3,427

消防局 旭消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,680

消防局 旭消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,066

消防局 旭消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
11,067

消防局 旭消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入経費の支出について
56,700

消防局 旭消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　無線機（旭１００）修理経費の支出について
17,820

消防局 旭消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（新森１）修理経費の支出について
5,400

消防局 旭消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
20,260

消防局 旭消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８３）定期エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 旭消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）経費の支出について
14,097

消防局 城東消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１２）ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞｳ・ケーブル/ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ交換修理の経費支出について
79,002

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
2,907

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
656

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
4,500

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
15,825

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
8,640

消防局 城東消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車(AR3)ウインチワイヤー取替修理の経費支出について
45,900

消防局 城東消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光ランプ器具LEDリニューアルキットほか１点買入の経費支出について
57,024

消防局 城東消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防救急デジタル可搬型無線機（城東ST指揮1）修理の経費支出について
50,220

消防局 城東消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）及び広報車（ＰＩ３４１）バッテリー交換修理の経費支出について
23,652

消防局 城東消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
2,783

消防局 城東消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
1,751

消防局 城東消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップ買入の経費支出について
5,659

消防局 城東消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
13,120

消防局 城東消防署 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
11,374

消防局 鶴見消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープ買入経費の支出について
56,160

消防局 鶴見消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ソフトカバーケースほか２６点の買入経費の支出について
62,143

消防局 鶴見消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
11,032

消防局 鶴見消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
738

消防局 鶴見消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
16,733

消防局 鶴見消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
3,300

消防局 鶴見消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
10,241
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消防局 鶴見消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　三角巾買入経費の支出について
29,376

消防局 鶴見消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）エンジン部異音の修理経費の支出について
62,154

消防局 鶴見消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　洗剤ほか１点買入経費の支出について
19,504

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（７月分）
13,990

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,015

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
2,098

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
3,000

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
2,018

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
82

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
6,832

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署幹部待機室空調設備の修繕に伴う経費の支出について
38,118

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光ランプＡほか１点買入経費の支出について
32,832

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署救助隊待機室空調設備の修繕に伴う経費の支出について
20,736

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）ブロワモータの修理に伴う経費の支出について
17,302

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮調査車（ＰI３２６）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
42,336

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７４）ブロワモータの修理に伴う経費の支出について
17,302

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
8,420

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署防犯検知装置等の修繕並びに同経費の支出について
158,760

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　充電式インパクトドライバーの買入経費の支出について
18,360

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ナイロンロープの買入経費の支出について
66,960

消防局 阿倍野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）右ディスチャージヘッドランプの修理に伴う経費の支出について
21,492

消防局 住之江消防署 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　平林出張所２階建具硝子交換並びに同経費の支出について
20,952

消防局 住之江消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２８）バッテリー交換に伴う経費の支出について
8,640

消防局 住之江消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３２３）ほか１台６ヶ月定期点検整備業務委託経費の支出について
12,420

消防局 住之江消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ごみ袋ほか４点買入に伴う経費の支出について
38,998

消防局 住之江消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住之江１００）修理並びに同経費の支出について
17,820

消防局 住之江消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
645

消防局 住之江消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,158

消防局 住之江消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
4,644

消防局 住之江消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
8,930

消防局 住之江消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
14,970

消防局 住之江消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入経費の支出について
31,190

消防局 住之江消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（８月分）並びに同経費の支出について
38,491

消防局 住之江消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　アナログテスター買入及び経費の支出について
6,372

消防局 住吉消防署 平成27年09月03日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　３００型空気呼吸器修理に伴う経費の支出について
81,021

消防局 住吉消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか１点買入に伴う経費の支出について
66,636

消防局 住吉消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　業務用バイクの定期点検整備業務委託経費の支出について
8,640

消防局 住吉消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１３）の定期点検整備業務委託経費の支出について
4,320

消防局 住吉消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　業務用バイクの車両整備業務委託経費の支出について
2,700

消防局 住吉消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
9,815

消防局 住吉消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
820

消防局 住吉消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,844

消防局 住吉消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
5,054

消防局 住吉消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１３）ドライブレコーダー修理に伴う経費の支出について
19,440

消防局 住吉消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
11,380

消防局 住吉消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について
10,653

消防局 住吉消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住吉５０）修理に伴う経費の支出について
18,900

消防局 東住吉消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレーター（２基）修理経費の支出について
63,288
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消防局 東住吉消防署 平成27年09月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　床洗浄パットほか２点買入経費の支出について
31,622

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
2,350

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
3,000

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機（矢田出張所）修理経費の支出について
22,680

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
1,558

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　運営費
9,801

消防局 東住吉消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８２)エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 東住吉消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（基本ユニット１基）修理経費の支出について
14,904

消防局 東住吉消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
14,950

消防局 東住吉消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）の支出について
13,048

消防局 東住吉消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０６ほか１台）定期点検整備業務委託経費の支出について
15,552

消防局 平野消防署 平成27年09月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ２９８）積載バッテリー取替に伴う経費の支出について
30,844

消防局 平野消防署 平成27年09月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器基本ユニット部品の交換に伴う経費の支出について
60,912

消防局 平野消防署 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　研修用ロープの買入に伴う経費の支出について
69,120

消防局 平野消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６）ブロワモ―タ取替に伴う経費の支出について
15,400

消防局 平野消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
12,700

消防局 平野消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１４）の定期点検整備業務委託経費の支出について
8,640

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
278

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
20,111

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　喜連出張所ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
14,234

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
1,230

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
2,755

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,888

消防局 平野消防署 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
500

消防局 平野消防署 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ガンタイプノズル（クアドラ）修理に伴う経費の支出について
11,880

消防局 西成消防署 平成27年09月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（海道２０）修理に伴う経費の支出について
50,760

消防局 西成消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６３）オルタネーター及びバッテリー２個交換修理に伴う経費の支出について
147,852

消防局 西成消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（７月分）に伴う経費の支出について
23,722

消防局 西成消防署 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２４）の定期点検整備業務委託経費の支出について
8,640

消防局 西成消防署 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器４台修理に伴う経費の支出について
51,883

消防局 西成消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　本署２階待機室北側ドア修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 西成消防署 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ３１）タイヤ４本交換修理に伴う経費の支出について
65,664

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
12,600

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
5,835

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
7,236

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）　管理費
1,332

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
8,456

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,672

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
3,240

消防局 西成消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
540

消防局 水上消防署 平成27年09月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検(2)経費の支出について
79,920

消防局 水上消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　水上消防署防災盤の修繕経費の支出について
54,000

消防局 水上消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）バッテリー交換経費の支出について
29,160

消防局 水上消防署 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９１）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 水上消防署 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備(2)経費の支出について
31,536

消防局 水上消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
34,063

消防局 水上消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）管理費
338

消防局 水上消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
246
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消防局 水上消防署 平成27年09月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）運営費
2,160

消防局 水上消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
23,610

消防局 水上消防署 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３５）の定期点検整備業務委託経費の支出について
4,320

消防局 水上消防署 平成27年09月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）経費の支出について
13,794

消防局 救急課 平成27年09月04日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）経費の支出について（４月・５月分）
5,699,442

消防局 救急課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（８月分）
31,680

消防局 救急課 平成27年09月10日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（FAX)の支出について（８月分）
2,710

消防局 救急課 平成27年09月11日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　救急活動用感染防止衣　長期借入における支出について（４、５月分）
2,156,616

消防局 救急課 平成27年09月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか事業用　救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（８月分）
11,688,796

消防局 救急課 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 救急教育用　近畿救急医学研究会年会費の支出について
5,000

消防局 救急課 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 救急教育用　日本臨床救急医学会年会費の支出について
10,000

消防局 救急課 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　医療酸素ガス２Ｌほか３点の購入に伴う経費（第１四半期）の支出について
1,331,632

消防局 救急課 平成27年09月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業務委託（第１四半期分）に伴う経費の支出について
766,584

消防局 救急課 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　救急活動用感染防止衣　長期借入における支出について（６、７月分）
2,172,324

消防局 救急課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続に係る経費の支出について（平成27年８月分）
5,625,000

消防局 救急課 平成27年09月24日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急教育用　平成２７年度救急教育等業務委託に係る経費の支出について（2回目/全3回）
15,980,296

消防局 救急課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　ＥＴＣ業務用カードの作成手数料の支出について
1,649

消防局 救急課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（８月分）
5,778

消防局 救急課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　プロバイダー使用料の支出について（８月・９月分）
2,704

消防局 救急課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（８月分）
5,054

消防局 救急課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　＃７１１９利用料金の支出について（８月分）
77,976

消防局 企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 広報活動用　ＨＤＤ・ＤＶＤレコーダー修理及び同経費の支出について
30,996

危機管理室 危機管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業にかかる市内・近接管外出張旅費（６月分）の支出について（その２）
12,220

危機管理室 危機管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理対策事業用　平成27年度都市防災推進協議会負担金の支出について
40,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（７月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（７月分）の支出について
68,144

危機管理室 危機管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害対策用防災服の購入にかかる経費の支出について（市長等用）
115,128

危機管理室 危機管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　食糧費 危機管理対策用　災害時帰宅困難者対策トップセミナーにかかる会場使用料に伴う経費の支出について
1,860

危機管理室 危機管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理対策用　災害時帰宅困難者対策トップセミナーにかかる会場使用料に伴う経費の支出について
231,526

危機管理室 危機管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　船車修繕料 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる経費の支出について
110,926

危機管理室 危機管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　損害保険料 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる経費の支出について
24,040

危機管理室 危機管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理対策事業用関西圏地盤情報データベース利用会費の支出について
50,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 公課費　公課費 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる経費の支出について
21,600

危機管理室 危機管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（８月分）の支出について
2,766

危機管理室 危機管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（７月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 工事請負費　新規工事費 同報系防災行政無線等緊急整備用　防災行政無線設備同報系子局整備工事にかかる前払金の支出について
173,000,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 危機管理対策事業費 工事請負費　改修工事費 同報系防災行政無線等緊急整備用　防災行政無線設備同報系子局整備工事にかかる前払金の支出について
22,000,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　備品修繕料 防災情報システム用プリンタの修理にかかる経費の支出について
34,020

危機管理室 危機管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（７月利用分）の支出について
19,368

危機管理室 危機管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用カラープリンタインクの買入にかかる支出について
46,062

危機管理室 危機管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用　災害時帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
49,700

危機管理室 危機管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用　災害時帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
49,700

危機管理室 危機管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 危機管理対策用　災害時帰宅困難者対策経営トップセミナーにかかる謝礼金の支出について
25,920

危機管理室 危機管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（７月使用分）の支出について
33,252

危機管理室 危機管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（９月分）
2,991,527

危機管理室 危機管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム運用業務にかかる経費の支出について（４月～７月分）
1,054,080

危機管理室 危機管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムツイッター対応業務にかかる経費の支出について（４月～７月分）
51,840

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（８月分）
135,604
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危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（８月分）の支出について
11,067

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業にかかる市内・近接管外出張旅費（７月分）の支出について
32,840

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業にかかる市内・近接管外出張旅費（７月分）の支出について
98,950

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（８月分）の支出について
32,884

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業用コピー代金の支出について（８月分）
31,710

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（８月分）
73,802

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（７月分）
11,894

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（７月分）の支出について
13,360

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（８月分）の支出について
49,314

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（８月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点携帯電話使用料（８月分）の支出について
5,367

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について(８月分）
246

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について(８月分）
1,858

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について(８月分）
17,204

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について(８月分）
1,864

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（８月利用分）の支出について
286,860

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（８月分）の支出について
14,622

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（８月分）の支出について
24,092

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
1,214

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
291

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（８月分）について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（８月分）の支出について
1,956

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（８月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム委託磁気テープファイルの保管及び集配業務にかかる支出について（８月分）
1,728

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムツイッター対応業務にかかる経費の支出について（８月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料（8月分）の支出について
13,824

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 災害対策用備蓄倉庫設置フォークリフト定期自主点検の実施にかかる所要経費の支出について
73,440

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム運用業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（８月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（８月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（８月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料（ＥＴＣ）の支出について（７月分）
5,640

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（８月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（９月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（１０月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（１０月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（８月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（８月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
25,982

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
4,329

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
2,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度７月分）
2,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費（総合調整担当計上分）の支出について（平成２７年８月分）
6,010

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２７年８月分）
17,440

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２７年８月分）
26,357
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市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（制度調整側・平成２７年８月分）
25,281

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２７年８月分）の支払いについて
1,000

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年８月分）
32,787

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
25,982

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
4,329

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
2,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度８月分）
2,886

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成27年度　大阪市ＰＤＣＡサイクル推進有識者会議ダイアログに係る報償金の支出について
148,398

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度 大阪市PDCAサイクル推進有識者会議ダイアログ(8月4日)の会議録作成業務に係る支出について
25,272

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度 大阪市PDCAサイクル推進有識者会議ダイアログ(8月10日)の会議録作成業務に係る支出について
25,272

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度 大阪市PDCAサイクル推進有識者会議ダイアログ(8月3日)の会議録作成業務に係る支出について
25,272

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成27年度 第１回大阪市建設事業評価有識者会議(9月3日)に係る報償金の支出について
149,318

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 平成27年度 第2回ＰＤＣＡサイクル推進有識者会議(9月1日)に係る報償金の支出について
123,905

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費（ＰＤＣＡ担当計上分）の支出について（平成２７年８月分）
4,930

契約管財局 契約課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（７月分）
4,060

契約管財局 契約課 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第２回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,759

契約管財局 契約課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成27年８月分）
111,623

契約管財局 契約課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 事務参考用「逐条地方自治法第８次改訂版」の購入に係る経費の支出について
16,200

契約管財局 契約課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
11,437

契約管財局 契約課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(８月分)
968

契約管財局 契約課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張等交通費（７月追加分、８月分）の支出について
6,190

契約管財局 契約課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について（平成27年８月分）
4,567

契約管財局 契約課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
178,202

契約管財局 契約課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
18,846

契約管財局 契約課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
800

契約管財局 契約課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成27年８月分）
131,429

契約管財局 契約課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
23,096

契約管財局 契約課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成27年８月分）
56,733

契約管財局 契約制度課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入【再リース】」に係る賃借料の支出について（平成27年８月分）
2,715,478

契約管財局 契約制度課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（平成27年８月）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年８月）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年８月）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年８月分）
1,040

契約管財局 契約制度課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年８月分）
14,610

契約管財局 契約制度課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年８月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年８月）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１５０回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
65,012

契約管財局 契約制度課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「平成27年度契約事務研修（課長級向け）」にかかる報償費の支出について
30,000

契約管財局 契約制度課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年８月分）
198,892

契約管財局 契約制度課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年８月分）
140,670

契約管財局 契約制度課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年８月分）
15,087

契約管財局 管財課 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（７月分）
1,218

契約管財局 管財課 平成27年09月03日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　地方自治関係実例判例集の追録の購読にかかる経費の支出について
24,192

契約管財局 管財課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（８月分）
4,887

契約管財局 管財課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
21,477
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契約管財局 管財課 平成27年09月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

契約管財局 管財課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局所管用地内一般廃棄物収集運搬処分業務委託の経費の支出について
16,140

契約管財局 管財課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（８月分）
59,724

契約管財局 管財課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成27年09月18日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
446,040

契約管財局 管財課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 「もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続』の経費の支出について（８月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　国有財産関係法令通達集の追録の購読に係る経費の支出について
5,397

契約管財局 管財課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（８月分）
4,920

契約管財局 管財課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（８月分）
48,672

契約管財局 管財課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（もと府営住宅移管分）
2,683,053

契約管財局 管財制度課 平成27年09月08日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 オーク200にかかる不動産管理委託契約に係る経費の支出について（平成27年9月分）
89,319,334

契約管財局 管財制度課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（9月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号３）
10,800

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号２）
21,600

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる電気料金の支出について（スカイウェイ分）８月分
76,893

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク200にかかる水道料金の支出について（スカイウェイ分）９月分
1,620

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる水道料金の支出について（９月分）
14,404,443

契約管財局 管財制度課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 弁天町駅前開発土地信託事業（オーク200）に係る和解に伴う費用補償義務の元本及び利息の支出について
3,315,874,446

契約管財局 管財制度課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク200にかかる下水道料金の支出について（８月分）
8,869,342

契約管財局 管財制度課 平成27年09月25日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる熱料金の支出について（８月分）
59,859,976

契約管財局 管財制度課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第754回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
113,771

契約管財局 管財制度課 平成27年09月29日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる電気料金の支出について（８月分）
26,026,988

契約管財局 管財制度課 平成27年09月29日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかるガス料金の支出について（８月分）
9,294,014

契約管財局 管財制度課 平成27年09月30日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 オークテナントの賃貸借契約終了に伴う敷金の返還にかかる経費の支出について
1,890,780

契約管財局 審査課 平成27年09月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「建築・消防法令図説便覧（消防設備編）」の購入経費の支出について
6,939

契約管財局 審査課 平成27年09月03日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「平成２５年度裁決　土地収用裁決例集外１点」の購入経費の支出について
26,961

契約管財局 審査課 平成27年09月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「平成２５年度裁決　土地収用裁決例集外１点」の購入経費の支出について
13,280

契約管財局 審査課 平成27年09月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「建築・消防法令図説便覧（消防設備編）」の購入経費の支出について
3,417

契約管財局 審査課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年分　財産評価基準書　路線価図１５／４９大阪府①外１５点」の購入経費の支出について
87,990

契約管財局 審査課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「Q＆A　改正建築基準法のポイント」の購入経費の支出について
1,367

契約管財局 審査課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「Q＆A　改正建築基準法のポイント」の購入経費の支出について
674

契約管財局 審査課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２７年分　財産評価基準書　路線価図１５／４９大阪府①外１５点」の購入経費の支出について
43,338

契約管財局 審査課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
285

契約管財局 審査課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
7,091

契約管財局 審査課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,900

契約管財局 審査課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
3,493

契約管財局 審査課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,216

契約管財局 審査課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「判例不動産法ー売買（１８２号ー１８３号）外１１点」の購入経費の支出について
43,287

契約管財局 審査課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「判例不動産法ー売買（１８２号ー１８３号）外１１点」の購入経費の支出について
21,321

契約管財局 審査課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（９月分）
81,265

契約管財局 審査課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年度　大阪市補償審査委員会に係る交通費の支出について（９月分）
3,640

契約管財局 審査課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「行政強制実務提要外１点」の購入経費の支出について
27,063

契約管財局 審査課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「行政強制実務提要外１点」の購入経費の支出について
13,329

契約管財局 審査課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年８月分）
52,476

契約管財局 審査課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年８月分）
25,846

契約管財局 審査課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
537

契約管財局 審査課 平成27年09月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
7,686

契約管財局 審査課 平成27年09月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８月分）
1,134
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契約管財局 用地課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２７年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【７月分】
698,544

契約管財局 用地課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 沿道整備街路推進モデル事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
156,600

契約管財局 用地課 平成27年09月16日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　長柄堺線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
133,200

契約管財局 用地課 平成27年09月18日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　長柄堺線　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について
1,668,950

契約管財局 用地課 平成27年09月18日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　長柄堺線　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について
1,733,950

契約管財局 用地課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について
2,853,900

契約管財局 用地課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について
2,971,200

契約管財局 用地課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について
4,528,650

契約管財局 用地課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　建物等補償金の支出について
3,317,100

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２７年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【８月分】
673,596

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 沿道整備街路推進モデル事業　土地売買代金の支出について
13,899,928

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件除却補償金の支出について（後金払）
4,344,050

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（後金払）
5,554,400

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（後金払）
6,657,500

契約管財局 用地課 平成27年09月30日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　桜島東野田線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（前金払）
3,026,400

こども青少年局 総務課 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 教育こども委員会行政視察随行にかかる管外出張旅費の支出について
38,480

こども青少年局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（７月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
376,053

こども青少年局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（８月分）企画グループ
1,720

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 こども青少年局式典用賞状盆買入経費の支出について
20,790

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について
26,352

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（平成27年8月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（27年8月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について
9,558

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達の実施及び同所要経費の支出について（平成27年8月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達（再リース）の実施経費の支出について（平成27年8月分）
19,720

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成27年8月分）
371,038

こども青少年局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（平成27年8月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 Ｈ２７年８月　市内出張交通費の支出について（庶務・人事）
7,490

こども青少年局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費に支出について（８月分）
347,684

こども青少年局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について（8月分）
4,305

こども青少年局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（２階企画部）（8月分）
6,489

こども青少年局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入経費について（地下1階）（8月分）
4,295

こども青少年局 青少年課 平成27年09月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（７月分１回目）
45,828,315

こども青少年局 青少年課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (2/2)
9,654,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期分 (1/2)
23,780,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について（上半期分）
1,807,500

こども青少年局 青少年課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について（上半期分）
2,498,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の支出について（上半期分）
1,616,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (1/2)
1,803,500

こども青少年局 青少年課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（8月分）の支出について
24,700

こども青少年局 青少年課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成２７年度８月分）
1,800

こども青少年局 青少年課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 第１００回大都市青少年対策事務主管者協議会への出席及び同経費の支出について
44,620

こども青少年局 青少年課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２７年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（８月分）
19,180

こども青少年局 青少年課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成27年9月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (1/2)５回目
5,108,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (2/2)④回目
9,813,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (2/2)⑤回目
9,798,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（７月分２回目）
15,295,390
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こども青少年局 青少年課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成27年９月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報酬　其他委員等報酬 大阪市青少年問題協議会委員報酬等の支出について
178,783

こども青少年局 青少年課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　費用弁償 大阪市青少年問題協議会委員報酬等の支出について
4,550

こども青少年局 青少年課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について上半期 (2/2)⑥回目
1,628,000

こども青少年局 青少年課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 「特定非営利活動法人　情報通信政策フォーラム（ICPF）」が開催するセミナーへの出席（講師）に係る管外出張について
480

こども青少年局 青少年課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（８月分）の支出について
10,362

こども青少年局 経理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　換気扇　２０ｃｍ　ほか９点の購入経費の支出について
288,900

こども青少年局 経理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　等辺山形鋼（塗装済）ほか６点の購入経費の支出について
91,324

こども青少年局 経理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 平成27年度災害対策施設耐震改修工事（愛珠幼稚園耐震改修工事における補修内容の指導）に伴う係官派遣旅費の支出について
29,600

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
55,224

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
48,091

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
900

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
19,177

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,084

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
164

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,462

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,919

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,400

こども青少年局 経理課 平成27年09月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,496

こども青少年局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 直営修繕作業車（三菱　バン）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
1,100

こども青少年局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　損害保険料 直営修繕作業車（三菱　バン）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
26,370

こども青少年局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 公課費　公課費 直営修繕作業車（三菱　バン）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
7,800

こども青少年局 経理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施経費の支払いについて（８月分）
12,526

こども青少年局 経理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（８月分）
39,590

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
103,252

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
11,476

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
20,607

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
860

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
21,886

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
733,780

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
33,261

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
24,116

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
2,216

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
36,962

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
17,114

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
3,380

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
15,010

こども青少年局 経理課 平成27年09月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（８月分）
1,838

こども青少年局 管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 乳幼児健康診査用 聴診器の買入及び同所要経費の支出について
63,936

こども青少年局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市訪問型病児保育モデル事業、確定加算額の支出について（第１四半期）
13,920

こども青少年局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会（平成２７年７月）講師謝礼の支払いについて
10,300

こども青少年局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務の実施経費の支出について（４月～６月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度９月７日支払い児童手当給付費の支出について
57,415,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度９月７日支払い児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
815,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第8回目）
10,050,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２７年度第１回大阪市地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）委託事業者等選定会議専門委員報酬の支出について
51,579

こども青少年局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　７月分（２７回目・府内）
3,900
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こども青少年局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　７月分（２８回目・府内）
4,588

こども青少年局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　７月分（２５回目・府外）
10,869,290

こども青少年局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　７月分（２６回目・府内）
277,500

こども青少年局 管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成27年度前期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
963,671

こども青少年局 管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 平成27年度前期　母子保健事務用　母子保健関係帳票の印刷及び同所要経費の支出について
420,015

こども青少年局 管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　出産前小児保健指導事業に要する委託料の支出について　7月実施分
9,258

こども青少年局 管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　妊婦一般健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　Ｎｏ．５
45,650

こども青少年局 管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

需用費　消耗品費 大阪市子育て給付金事務センター用カラーペーパーの買入にかかる経費の支出について
6,156

こども青少年局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 利用者支援専門員における子育て支援員基本研修受講費用の支払いについて
120,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（８月分）
2,012,394

こども青少年局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２７年８月分）給付金関連
1,990

こども青少年局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国主任児童委員研修会参加にかかる経費（会費）支払について
32,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入について（第７８１～７８２号）
8,553

こども青少年局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．6
1,060,958

こども青少年局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入経費の支出について（第５回中間）
94,050

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の所要経費の支出について（第３四半期）
67,659,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度地域子育て支援拠点事業（もと城東児童館分）の実施と同経費の支出について（２回目／３回）
3,057,333

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２７年７月分）
26,830

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２７年７月分）
6,890

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　８月分（３０回目・府内）
191,100

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（２９回目・府内）
197,579,790

こども青少年局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支払いについて（平成２７年７月分）
3,840

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の講師謝礼の支払いについて（平成２７年９月）
22,120

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市地域子育て支援拠点事業委託事業者等選定会議にかかる委員報酬の支出について
34,446

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 訪問型病児保育モデル事業利用登録者アンケートに係る後納郵便料金の支払いについて
5,044

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第１四半期分②)
57,500

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（7月分）
287,706

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第9回目）
12,750,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（２７年８月分）
31,100

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

委託料　委託料 子育て世帯臨時特例給付金にかかる申請書等作成および封入・封緘、配送業務委託（概算契約）の支出について（第２回中間）
261,581

こども青少年局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金（施設）の支給（９月分）について
75,000

こども青少年局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度今池こどもの家機械警備業務の実施と同経費の支出について（５回目/12回）
19,580

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
50,183

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市子育て活動支援事業他２事業にかかる業務委託経費の支出について（第３四半期）
157,759,804

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（３１回目・府内）
272,620

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（８月分：料金受取人払）
10,194,894

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業他にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
69,336

こども青少年局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業他にかかる後納郵便料金の支出について（８月分）
4,556

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費の支出について（７月分）
12,670

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる５月分措置費の支出について
2,477,149

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（５～６月分）
44,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる６月分措置費の支出について
2,628,414

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる４月分措置費の支出について
2,883,053

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ27年４月～６月分　４回目）
211,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（７月分）
567,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（8月分）
388,329

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年７月分・児童ライン）の支出について
31,410

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（９月期充当分）
12,260



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（９月期随時払）
14,234,960

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（９月期年金併給分）
428,600

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託の支出について(８月分)
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（８月分）
1,369,822

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について【8月分】
66,473

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について【7月分】
109,825

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について【7月分】
63,963

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について【8月分】
105,912

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（９月概算払分）
118,239,594

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（９月概算払分）
93,263,317

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他外３施設にかかる指定管理業務代行料（９月分）の支出について
65,304,795

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（9月分）
26,788,238

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(７月診療９月支払い分）
26,358

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(７月診療９月支払い分）
21,196,510

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(７月診療９月支払い分）
132,333

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（９月決定分）
7,378,347

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費の支出について（７月分）
628,218

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる７月分措置費の支出について
746,976

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童入所施設等措置費の支出について（９月払い分）
338,539,833

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(７月診療９月支払い分）
18,470,192

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成27年度：４回目）
28,080

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（９月決定分）
11,416,289

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ27年４月～６月分　５回目）
300,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成27年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（７月分）
473,996

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市児童福祉施設指定管理予定者等選定会議に係る委員報酬の支出について
52,359

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（８月審査分）
311,840

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（８月審査分）
4,867,040

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（８月審査分）
350,560

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（８月審査分）
2,611,920

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成27年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（７月分）
1,219,751

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(６～８月実施分）
589,222

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度身元保証人確保対策事業にかかる保証料の支出について（７月開始分）
23,164

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 医療費助成事業用こども医療費助成制度周知用ポスター外１点の作成にかかる経費の支出について
83,411

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる７月分措置費の支出について
2,474,764

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
65,012

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
1,980

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（８月審査分）
18,362,985

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について(８月分）
3,837,466

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（９月概算払分）
409,483,160

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童入所施設等措置費の支出について（９月払い分）
61,608,641

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（８月審査分：基金）
1,980,537

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（９月概算払分：基金）
64,520,100

こども青少年局 こども家庭課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（９月期追加払）
235,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年度全国児童自立支援施設中堅職員研修参加経費の支出について
2,200

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第１７回佐々木杯争奪卓球大会参加にかかる経費の支出について（９月１３日開催分）
4,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第１７回佐々木杯争奪卓球大会参加にかかる経費の支出について（９月１３日開催分）
3,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用アルコール製剤外１９点　買入および同所要経費の支出について（厨房用日用品）
344,012

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用スイカキャップ外１２点　買入経費の支出について
77,710
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こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（７月分）
30,641

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（７月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（８月分：８月１日～８月３１日）
949

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用かき氷用カップ外２点　買入及び所要経費の支出について
5,227

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（８月分：８月１日～８月３１日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（８月分：８月１日～８月３１日）
24,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（８月分：８月１日～８月３１日）
21,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 高槻市陸上競技選手権大会参加及び同所要経費の支出について（９月２１日開催分）
9,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 高槻市陸上競技選手権大会参加及び同所要経費の支出について（９月２１日開催分）
3,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度弘済中学校修学旅行への参加及び同所要経費の支出について（措置扶助金）
102,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成２７年度全国児童自立支援施設中堅職員研修会への参加について
40,880

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阿武山学園電気設備修繕工事及び所要経費の支出について
264,600

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房冷蔵庫修繕及び同所要経費の支出について
131,760

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（８月分）
79,135

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（８月分）
9,487

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　氷買入経費の支出について
3,510

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（８月分）
260,208

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類経費の支出について（８月分）
15,051

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（８月分）
149,547

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（８月分）
59,666

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（８月分）
362,033

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（８月分）
48,837

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（８月分）
149,902

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（８月分）
79,842

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度全国児童自立支援施設協議会分担金及び平成２７年度近畿児童自立支援施設協議会会費の支出について
104,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国児童自立支援施設協議会分担金及び平成２７年度近畿児童自立支援施設協議会会費の支出について
60,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について
7,581

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　残飯収集運搬処理業務委託経費の支出について（８月分）
17,280

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（楠寮）
9,560

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（銀杏寮）
4,740

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（向日葵寮）
10,480

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（山吹寮）
9,460

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 第６６回全国児童自立支援施設少年野球大会の視察について
39,040

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（紅葉寮）
4,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（７月分）
74,922

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（８月分）
36,117

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（７月）
456,437

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（９月分）
184,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　阿武山学園入所児童特別育成費の支出について（９月分）
33,910

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園入所児童高校通学にかかる昼食代の支出について（１０月分）
14,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（８月分）
3,755

こども青少年局 運営担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 一時保護所児童遠足にかかる利用料の支出について（９月２日実施分）
14,600

こども青少年局 運営担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費について（７月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
80,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（８月分）の支出について
1,696,068

こども青少年局 運営担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 一時保護所児童遠足にかかる利用料の支出について（９月３日実施分）
23,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
1,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成２７年度こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（７月）
30,542
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こども青少年局 運営担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（７月）
82,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（７月）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.009）
2,717,580

こども青少年局 運営担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第１四半期分）
2,392,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（平成27年８月６日実施分）
53,922

こども青少年局 運営担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成２７年度東京都及び政令指定都市児童相談所長会議への出席にかかる所要経費の支出について（平成27年8月20日～21日実施分）
36,920

こども青少年局 運営担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年8月20日～21日実施分）
55,160

こども青少年局 運営担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用コピー代金の支出について（７月分）
187,056

こども青少年局 運営担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 こども相談センター診療所にかかる平成27年度大阪市中央区東医師会会費（年会費）の支出について
18,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所用洗濯機の買入及び同経費の支出について
89,841

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用ベビーシューズ外19点の買入及び同経費の支出について
172,670

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分魚介類）
532,256

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分業務用調味料類・米類）
413,871

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分野菜類・果物類・だし類）
1,005,977

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分一般調味料類・菓子類）
668,153

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分肉・肉加工品）
357,458

こども青少年局 運営担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成27年度こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（平野分室）
24,507

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.010）
2,124,610

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育相談研修（第1回）の講師謝礼の支出について
15,080

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年8月21日実施分）
3,880

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年8月22日～23日実施分）
38,480

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（７月分パン類）
190,913

こども青少年局 運営担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
36,223

こども青少年局 運営担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第１四半期）の支出について
146,880

こども青少年局 運営担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用（森ノ宮・平野分室））寝具一式経費の支出について（平成２７年度７月分）
71,396

こども青少年局 運営担当 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度こども相談センター不登校児童通所事業指導員交流会の講師謝礼の支出について
12,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用切手購入経費の支出について（平成２７年度８月）
57,750

こども青少年局 運営担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（８月分）の支出について
65,012

こども青少年局 運営担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（７月分）の支出について
81,265

こども青少年局 運営担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（７月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（８月分）の支出について
3,280

こども青少年局 運営担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月1日実施分）
62,460

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度児童相談システム機器等（平野分室）借入経費の支出について（８月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（８月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年8月28日実施分）②
1,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年8月28日実施分）
3,200

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成27年8月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成27年８月分）
2,312,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成27年８月分）
9,273,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（8月後半分）
380

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託経費の支出について（８月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（8月19日分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月24日実施分）
14,620

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月3日実施分）
5,620

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所平野分室紙おむつの買入について
46,267

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月後半分）
2,345

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用男児パンツ他１９点の買入及び同経費の支出について
1,584,360

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（8月後半分）
40,000
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こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（8月後半分）
9,872

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入について（８月分）
36,396

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（8月後半分）
900

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（８月分）
4,294

こども青少年局 運営担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（８月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成27年度こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（８月分）
78,415

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成27年８月分）
891,260

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（８月分）の支出について
316,680

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（８月分）の支出について
72,900

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（8月27日分）
53,922

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（８月分）の支出について
162,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月1日実施分）②
1,320

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター　新版K式発達検査道具　外33点の買入及び同経費の支出について
657,439

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（平成２７年８月分）の支出について
215,014

こども青少年局 運営担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター診療所用レセプト電算システム保守業務の実施及び所要経費の支出について（４～６月分）
61,560

こども青少年局 運営担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
600,740

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.011）
4,093,270

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成２７年８月分）の支出について
407,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２７年８月分）の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２７年８月分）の支出について
581,040

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（７月分）の支出について
167,208

こども青少年局 運営担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成27年度こども相談センター事業用遠足にかかるバス借上げ（その２）について（９月２日、３日実施分）
228,628

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半）
475

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（５月２２日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用バスタオル　他７点の買入及び同経費の支出について
20,606

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半）
1,263

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２７年度児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修への参加にかかる資料代の支出について（平成27年9月8日～11日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半）
6,590

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター自動ドア保守点検業務委託料（平成２７年９月分）の支出について
44,550

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料（平成２７年８月分）の支出について
559,200

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費について（８月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月前半）
1,300

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保育所保育料の滞納整理のために実施する財産調査に係る返信用封筒貼付切手の購入および同所要経費の支出について（第２四半期）
73,800

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度就園助成システムデータ抽出業務委託にかかる経費の支出について
97,200

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市私立幼稚園就園奨励費及び幼児教育費補助金調書データ入力処理業務委託料の支出について
536,737

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度政令指定都市私学助成主管課長会出席にかかる経費の支出について
18,280

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市幼稚園調査研究事業委託にかかる経費の支出について（２学期分）
37,733,414

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度発達障がい児等特別支援教育相談事業委託にかかる経費の支出について（２学期分）
3,908,880

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度私立幼稚園等教員研修事業委託にかかる経費の支出について（２学期分）
5,046,667

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育施設職員９月研修会にかかる所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内民間保育所子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
3,082,546,190

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
270,697,986

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内幼稚園子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
37,682,895

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内地域型保育施設子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
227,699,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 「平成２７年度市内出張交通費の支出について（７月分）」
122,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市公立保育所子どものための教育・保育給付費（７月・８月分）の支出について（町立大岩保育所分）
17,290

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成27年度　公立保育所等トップセミナー参加に係る所要経費について（旅費）
37,340
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こども青少年局 保育企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区外７件・１８園分）８月分
134,136

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託　長期継続の実施並びに同所要経費の支出について（８月分）
194,400

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９件・２９園分）８月分
220,752

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成26年度大阪市民間保育所整備費補助事業にかかる補助金の支出について（ＹＰＣ保育園整備事業）
106,293,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成27年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（8月分）
89,542

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市保育施設職員９月研修会にかかる所要経費について（講師謝礼）
28,980

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育施設職員９月研修会にかかる所要経費の支出について（会場費）
17,850

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市地域型保育事業子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
764,850

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市認定こども園及び幼稚園子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
9,574,686

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（９月分）の支出について
3,138,150

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平成２７年度　市立幼稚園砂場用川砂・園庭用山土の買入及び同所要経費の支出について
1,049,630

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市保育施設職員９月研修会にかかる所要経費について（講師謝礼）
29,540

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市民間保育所等職員研修業務委託の実施及び同所要経費の支出について（２回目/全４回）
3,000,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
32,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
32,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
64,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
64,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
32,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,235

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,235

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
32,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,235

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
32,470

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,235

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
48,705

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,760

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,500

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
360
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こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,370

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
450

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
400

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,820

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,120

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,880

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,840

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,010

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,420

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,340

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,010

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
4,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,640

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
720

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,440

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,870

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,380

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会各部会に係る委員報酬及び交通費の支出について
2,620

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育料納付書郵便局取扱用外６点の印刷及び同所要経費の支出について
1,259,679

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西淀川区：２回目）
5,544,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（鶴見区：２回目）
15,091,030

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（住之江区：２回目）
23,041,920

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東淀川区：２回目）
198,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（城東区：２回目）
9,721,810

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（生野区：２回目）
1,804,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（浪速区：１回目）
10,365,880

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（旭区：２回目）
6,436,940

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（福島区：１回目）
16,341,360

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（平野区：１回目）
53,849,493

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（天王寺区：２回目）
2,995,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（大正区：１回目）
5,574,640

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西区：２回目））
2,708,350

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（中央区：２回目）
545,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（福島区：２回目）
28,147,810

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（城東区：１回目）
34,710,947

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（一時預かり事業所：1回目）
4,457,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西成区：1回目）
19,612,100

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（認定こども園・幼稚園：１回目）
95,794,878

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（北区：２回目）
4,120,350

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（港区：２回目）
3,716,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（北区：１回目）
38,363,502

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（都島区：１回目）
45,728,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東住吉区：１回目）
38,715,740

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（生野区：１回目）
48,518,580

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（阿倍野区：１回目）
32,743,280
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こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西区：１回目）
18,519,976

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（此花区：１回目）
22,664,350

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（淀川区：１回目）
38,762,900

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（港区：１回目）
25,166,490

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（鶴見区：１回目）
28,261,947

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（平野区：２回目）
6,487,930

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（住吉区：１回目）
48,338,550

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（天王寺区：１回目）
28,093,580

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東成区：１回目）
4,814,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（旭区：１回目）
28,056,160

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（中央区：１回目）
31,352,576

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西淀川区：１回目）
9,120,990

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（住之江区：１回目）
24,410,650

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東淀川区：１回目）
38,737,370

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成27年８月分）
365,195

こども青少年局 保育企画課 平成27年09月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成２７年度過年度調定分）の還付について（９月分）
1,194,210

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３１点の購入および同経費の支出について
20,606

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙くろ　ほか８０点の購入及び同経費の支出について
79,579

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙くろ　ほか８０点の購入及び同経費の支出について
1,082,825

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３１点の購入および同経費の支出について
1,507,729

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 天王寺保育所３歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
486,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西保育所所庭オーニング修繕の実施及び同所要経費の支出について
39,852

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 梅本保育所調理室給湯器点検作業の実施及び同所要経費の支出について
7,020

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 北加賀屋保育所４歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
9,180

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 中川保育所ほか１か所の受水槽及び高架水槽の清掃並びに水質検査実施業務委託の実施及び同所要経費の支出について
51,840

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（７月分）
45,510

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月03日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（７月分）
449,823

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　電話機(小田町保育所)の購入及び同経費の支出について
20,293

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月04日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　スポットクーラーの購入及び同経費の支出について
69,984

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 補償、補填及賠償金　補償金 平成２７年度もと生江保育所用地にかかる電気設備移設工事の実施及び同所要経費の支出について
362,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ９月７日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（９月８日）
1,416

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（5.6月分）
349,142

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南大江保育所一時保育空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
112,115

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御幸保育所０歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
19,224

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成27年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム７月分）の支出について
446,310

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 西大道保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉保育所３歳児保育室空調機（その２）点検作業の実施及び同所要経費の支出について
13,176

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 中川保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阪南保育所０歳児及び３歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
22,680

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 東小橋保育所の更衣室空調機排水作業の実施及び同所要経費の支出について
6,372

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月10日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 西大道保育所調理室炊飯器点検作業の実施及び同所要経費の支出について
4,320

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月10日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音内容反訳業務委託（７月開催分）
113,839

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　三ツ折型身長計（乳児用９０ｃｍ）ほか２点の購入及び同経費の支出について
34,560

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　三ツ折型身長計（乳児用９０ｃｍ）ほか２点の購入及び同経費の支出について
37,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月11日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所給食用（入所児童給食用）柄付きコップの購入について
35,532

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 苅田南保育所５歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
136,728

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 海老江保育所２歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
22,199

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 長吉第２保育所調理室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
167,076
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 苅田南保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
76,464

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御崎保育所１歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
87,350

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２７年度市立保育所（御幸保育所）における電話料金の支出について（８月分）
13,758

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　アルミシュウ酸段付鍋ほか１点の購入及び同経費の支出について
21,006

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 御幸保育所１歳児保育室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について（債権者情報入力誤りによる再回議）
71,091

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 浅香東保育所調理室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
27,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 北中本保育所調理室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
32,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 西淡路第２保育所の更衣室空調機冷媒充填作業の実施及び同所要経費の支出について
21,492

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 千本保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阪南保育所４歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
480,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 千本保育所５歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
453,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 住吉保育所３歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
473,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 大浪保育所３歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
475,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（８月分）
793,269

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（８月分）
1,257,525

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月18日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度　保育所運営事業委託料の支出について（９月分）
352,126,404

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２７年６月分）
50,180

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
453,210

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 姫島保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
94,581

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西大道保育所４歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
93,533

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 関目保育所０・１歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 姫島保育所０歳児保育室空調機分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（８月分）
93,312

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月24日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（８月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月25日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　全自動洗濯機（阪南保育所）の購入および同経費の支出について
31,860

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　プラステンほか４９点の購入及び同経費の支出について
214,056

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　キュービックパズル・大ほか６１点の購入及び同経費の支出について
45,835

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　白木流し台＜普及版＞ほか５７点の購入及び同経費の支出について
130,118

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　恐竜博士ほか１３３点の購入及び同経費の支出について
307,508

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 ９月２８日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（９月２９～１０月２日）９月５週
1,950

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ９月２８日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（９月２９～１０月２日）９月５週
7,655

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　白木流し台＜普及版＞ほか５７点の購入及び同経費の支出について
334,282

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　プラステンほか４９点の購入及び同経費の支出について
293,544

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　キュービックパズル・大ほか６１点の購入及び同経費の支出について
292,421

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　恐竜博士ほか１３３点の購入及び同経費の支出について
930,042

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南津守保育所調理室食器消毒保管庫（その２）修繕の実施及び同所要経費の支出について
25,380

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 十三保育所４歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
186,073

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御崎保育所一時保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
132,408

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 加美第１保育所調理室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
139,925

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 天下茶屋保育所調理室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
496,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 北加賀屋保育所４歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
529,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 関目保育所調理室給湯器修繕の実施及び同所要経費の支出について
59,292

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 千本保育所２歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
76,464

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 松之宮保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（６・７・８月分）
181,440

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（６・７・８月分）
181,440

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（６・７・８月分）
204,120

こども青少年局 保育所運営課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（９月分）
265,020



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

環境局 環境管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
300

環境局 環境管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,400

環境局 環境管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,000

環境局 環境管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,800

環境局 環境管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 【西部環境保全監視グループ】一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
2,760

環境局 環境管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－４・公害パトロール用・７月分）
3,175

環境局 環境管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－３・公害パトロール用・７月分）
2,195

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（７月分）
2,340

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 共同利用施設維持管理用大阪市立西中島センター受水槽給水不良修繕（緊急）に係る経費の支出について
78,732

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年7月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年7月分）
3,500

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年7月分）
3,100

環境局 環境管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年7月分）
1,200

環境局 環境管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月）
691

環境局 環境管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月）
1,000

環境局 環境管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月）
100

環境局 環境管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月）
200

環境局 環境管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年７月）
3,150

環境局 環境管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－２・公害パトロール用・７月分）
789

環境局 環境管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（8月7日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ポリ袋ほか5点の購入費用の支出について(環境管理部　一般業務用）
34,830

環境局 環境管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策費平成２７年度瀬戸内海環境保全知事・市長会議分担金に係る支出について
250,000

環境局 環境管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車故障による修繕経費の支出について（東部環境保全監視グループ・公害パトロール用）
71,668

環境局 環境管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　船車修繕料 公害パトロール車修繕経費の支出について（東部環境保全監視グループ・公害パトロール用）
94,834

環境局 環境管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（８月分）
3,400

環境局 環境管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料金費用の支出について　７月分
8,110

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 共同利用施設維持管理用大阪市立共同利用施設指定管理予定者選定会議専門委員報償金の支出について（平成27年８月21日開催分）
69,232

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ノートほか３３点の購入費用の支出について（環境管理部　一般事務用）
110,761

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁対策用水質測定用試薬ほか１点購入経費の支出について
107,190

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
324

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成27年７月分）
49,270

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（８月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成27年　７月分）
18,430

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
2,600

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　７月分
15,894

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 ポリ塩化ビフェニル使用安定器分別調査等の実施に係る費用の支出について
7,042,572

環境局 環境管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式（その２）の借入（再リース）経費の支出について
69,120

環境局 環境管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（８月分　事務連絡用）
7,706

環境局 環境管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（８月分　環境管理部　一般業務用）
6,602

環境局 環境管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 産業廃棄物収集運搬業・処分業許可証（緑）の印刷に係る経費の支出について
10,260

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：平成２７年８月分）
479,796

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用：平成２７年１０月分）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：平成２７年１０月分）
151,200

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：平成２７年８月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（8月26日実施分）
18,000
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環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（８月分）について
360

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（環境管理部一般事務用：第５回中間払い）
8,073

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：8月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：8月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用にかかる経費の支出について（上半期分）
798,399

環境局 環境管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（8月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－１・公害パトロール用・８月分）
1,539

環境局 環境管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）８月分
5,940

環境局 環境管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
800

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 環境局（ＡＴＣ）庁舎電話料金の支出について（平成２７年８月分・庁舎管理用）
52,634

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 【西部環境保全監視グループ】一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
240

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２７年度８月分）
4,362

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２７年度８月分）
760

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,080

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：8月分）
8,607

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（８月分）
14,622

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入経費の支出について（８月分）
90,504

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,500

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,100

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
300

環境局 環境管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（９月分）
2,000

環境局 事業管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用使い捨て除細動パッド購入経費の支出について（斎場事業運営用）
13,068

環境局 事業管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（７月分）
449,948

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（７月分）
397,462

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（７月分）
256,685

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,303

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,920

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（7月分）
156,471

環境局 事業管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 二つ折りカードほか1点の購入経費（美化表彰用）の支出について
9,990

環境局 事業管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（一般事務用）
4,600

環境局 事業管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（７月分）
366,137

環境局 事業管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（７月分）
638,855

環境局 事業管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 中央区淡路町４　御霊神社公衆トイレ西側北端ほか２箇所樹木剪定業務委託経費（公衆トイレ整備用）の支出について
342,360

環境局 事業管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（7月分）
93,916

環境局 事業管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター排水処理設備コンテナ反転装置修繕費（施設維持管理用）の支出について
751,680

環境局 事業管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 現金領収書の印刷経費の支出について（路上喫煙対策用）
37,800

環境局 事業管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 備品購入費　機械器具費 火葬炉制御用インバーター買入経費の支出について（斎場施設整備用）
473,040

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中部環境事業センター　ガス警報器ほか１点の購入経費（施設維持管理用）の支出について
129,276

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局分　平成27年7月分）
437,968

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター・西北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（７月分）
458,460

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 熱電対購入経費の支出について（斎場事業運営用）
90,720

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（７月分）
19,699

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
19,353

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（７月分）
6,179,648

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（７月分）
2,778,707

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（７月分）
16,634,347

環境局 事業管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（７月分）
15,783,354
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環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（７月分）
405,418

環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度（上半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
153,792

環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　精霊流し仮設照明設営業務委託経費（精霊流し用）の支出について
110,160

環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 扇風機購入経費の支出について（斎場事業運営用）
28,080

環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,154,416

環境局 事業管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,739,490

環境局 事業管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（８月分）
8,100

環境局 事業管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（８月分）
8,100

環境局 事業管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 城北環境事業センター緩降機避難器具購入費（施設維持管理用）の支出について
345,600

環境局 事業管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２５回大阪市路上喫煙対策委員会速記にかかる経費（路上喫煙対策委員会用）の支出について
27,378

環境局 事業管理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 ポリ硫酸第二鉄の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
17,010

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
347,743

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成27年8月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議専門委員会議委員報償金（大阪市立斎場分）の支出について（斎場事業運営用）
34,546

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議専門委員会議委員報償金（大阪市立葬祭場分）の支出について（斎場事業運営用）
34,646

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用８月分）
441,288

環境局 事業管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用８月分）
78,624

環境局 事業管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 報償費　報償金 大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議専門委員会議委員報償金（大阪市設霊園分）の支出について（霊園管理事業用）
36,086

環境局 事業管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
1,950

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カードの購入経費（事務連絡用）の支出について
90,000

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成27年8月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
912,990

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか３点購入経費（し尿流注業務用）の支出について
20,541

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（７月分）
14,461

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 御霊神社横公衆トイレ屋根修繕経費（公衆トイレ整備用）の支出について
151,200

環境局 事業管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（８月分）
83,160

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター主浴槽ろ過ポンプ取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
196,560

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（７月分）
17,630

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　ジョイントキャップ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
399,621

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（７月分）
8,740

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
207,516

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（加美霊園過年度還付用）
1,666

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
565,657

環境局 事業管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 中部環境事業センター　真空式温水ヒーター整備工事（施設維持管理用）の支出について
1,987,200

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
432

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
13,374

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
690

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年8月分）
5,576

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
2,891,700

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
4,495,500

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
72,383

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（７月分）
2,138,790

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（７月分）
570,880

環境局 事業管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,131

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター給油ホース取替緊急修繕費（施設維持管理用）の支出について
157,140

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用８月分）
26,441,618

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用８月分）
15,924,334

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用８月分）
16,200
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環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年８月分）
20,736,000

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園ほか４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年８月分）
4,051,200

環境局 事業管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市立葬祭場　誘導灯取替ほか補修工事（斎場施設整備用）の経費支出について
1,264,680

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
3,132,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
4,842,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
4,725,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
3,564,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
4,140,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
3,456,000

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について(斎場事業運営用　平成27年8月分）
3,890

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,900

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場　空調フィルター清掃業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
124,200

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,600

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 蛍光灯ほか２点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
36,990

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成27年8月分）
902

環境局 事業管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　消耗品費 霊地使用者募集看板等買入にかかる経費(霊園整備用)の支出について
367,200

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（その２）（単価契約）の経費の支出（動物死体処理用）について（８月分）
1,903,461

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
4,045,500

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
5,935,500

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
257,250

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（8月分）
144,063

環境局 事業管理課 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　印刷製本費 大阪市設霊園霊地使用者募集にかかるパンフレットの印刷にかかる経費(霊園整備用)の支出について
151,200

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 給湯用ポット購入経費（一般事務用）の支出について
10,897

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
309,318

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（８月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 シャワー金具ほか２点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
159,192

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,399

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用９月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用９月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
27,248

環境局 事業管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,003,582

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,949

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
595,656

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
771,768

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
108

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
450

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,800

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
750

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
503,280

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
2,377

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクジェット対応プリンター用紙ほか６点（普及啓発用）購入経費の支出について
44,787

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（都島区）
4,793,134

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（北区）
4,103,125

環境局 北部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
10,620

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．7月分）
1,786,968

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27.7月分）
771,768

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．7月中継地分）
119,131
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環境局 東北環境事業センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．7月分）
410,127

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東淀川区）
4,495,932

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（淀川区）
4,631,242

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・9月分）
17,230

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・8月分）
298,198

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
5,332

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
9,000

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年8月分）
3,888

環境局 東北環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　8月分市内等出張交通費の支出について
14,680

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
116,024

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２７年７月分）
1,191,312

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
1,543,536

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
248,288

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（旭区）
3,201,379

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（城東区）
5,920,603

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（鶴見区）
3,341,721

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２７年７月分）
12,860

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ＯＡチェア購入経費の支出について
43,848

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用Ｂ２サイズポスターフレームほか３点購入経費の支出について
62,023

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（８月分）
674,438

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（８月分）
102,740

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（８月分）
257,563

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用床置き型キャスター付き工場扇ほか２点購入経費の支出について
44,064

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ダブルクリップほか９点購入経費の支出について
32,475

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用固形ワックスほか２点購入経費の支出について
73,926

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用テープカートリッジ購入経費の支出について
26,784

環境局 城北環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
290,446

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（７月分）
595,656

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（７月分）
469,082

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（７月分）
771,768

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(西淀川区)
2,705,515

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(福島区)
1,844,212

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(此花区)
1,202,443

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（８月分）
935,491

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（８月分）の支出について
8,470

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（８月分）
482,101

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（９月分）
20,935

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（８月分）
370,662

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（８月分）
233,673

環境局 西北環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（８月分）
760

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チューブバンド輪状タイプ購入経費の支出について（廃棄物収集運搬用）
18,144

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成27年7月分
17,036

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第２７～３２号）の支出について　（平成２７年７月分）
3,554

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年７月分
771,768

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年７月分
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第２７～３２号）の支出について　（平成２７年７月分）
1,640

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（第２７～３２号）の支出について　（平成２７年７月分）
760

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第２７～３２号）の支出について　（平成２７年７月分）
1,000
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環境局 中部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第２７～３２号）の支出について　（平成２７年７月分）
500

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２７年７月分）
5,520

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車用ブラシ購入経費の支出について（庁舎管理用）
21,438

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年７月分
157,471

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 切手購入経費の支出について（事務連絡用）
8,100

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（中央区）
1,087,368

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東住吉区）
4,378,222

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（天王寺区）
1,755,881

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（浪速区）
232,950

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボウフラ駆除剤購入経費の支出について（庁舎管理用）
75,600

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２７年９月分
6,722

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（９月分）
25,546

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（８月分）
509,036

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成27年8月分
323,508

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
4,108

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
14,904

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
2,300

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
43,618

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成27年8月分)
5,640

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
771,768

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
142,326

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
185,745

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
1,191,312

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（港区）
2,774,571

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（大正区）
1,615,913

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について(西区）
1,577,809

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水ほか１点 購入経費（職員衛生用等）の支出について
58,752

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（８月分）
599,130

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（９月分）
21,161

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（８月分）
688,860

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（８月分）
2,420

環境局 西部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
126,396

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　シュレッダー購入経費の支出について
34,000

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（７月分）
4,650

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（生野区）
2,695,168

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東成区）
1,164,558

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）８月分
363,679

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）９月分
28,192

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,553

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（８月分）
1,191,312

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,680

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
324

環境局 東部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,800

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成27年　市内出張交通旅費の支出について（研修用等・5月分）
480

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成27年度　市内出張交通旅費の支出について（研修用等・6月分）
5,450

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年7月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,191,312
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環境局 西南環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（住之江区）
4,161,108

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（住吉区）
3,513,252

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成27年度　市内出張交通旅費の支出について（研修用等・7月分）
13,320

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（8月分）
15,162

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（8月分）
900

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（8月分）
1,400

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度9月分　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）
20,470

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度8月分　下水道料金の支出について（庁舎管理用）
500,677

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルムほか４点の購入並びに同経費の支出について（普及啓発事業用）
39,420

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年8月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
558,144

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２７年８月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
771,768

環境局 西南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年8月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,389,864

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（7月分）
151,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）7月分
363,636

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（7月分）
100,537

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（7月分）
43,416

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（９月分）
18,700

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(７月分)
687,553

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(７月分)
794,208

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(７月分)
79,420

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(７月分)
1,029,024

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【7月分】
3,564

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（９月分）
44,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（９月分）
1,247,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（7月分）
998,612

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塗装ガン（＃１） ほか３点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
67,068

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（７月分）
20,260

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 有機溶剤作業主任者能力向上教育講習会（平成27年11月24日実施分）の受講ならびに同経費の支出について（自動車整備用）
3,132

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 有機溶剤作業主任者能力向上教育講習会（平成27年11月24日実施分）の受講ならびに同経費の支出について（自動車整備用）
8,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の経費支出について（廃棄物処理用）
54,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスク（＃１）ほか４点の購入経費の支出について（労働安全衛生用）
53,463

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（７月分）
16,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（7月分）
66,420

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(7月分)
28,674

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（7月分）
467,399

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（7月分）
453,471

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印ほか1点（一般事務用）購入の経費支出について
8,143

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（阿倍野区・西成区）
2,668,267

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガス溶接技能講習及びアーク溶接特別教育の受講経費の支出について（自動車整備用）
6,020

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 ガス溶接技能講習及びアーク溶接特別教育の受講経費の支出について（自動車整備用）
22,680

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（８月分）
258,336

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(6月広域分)
35,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中ポンプの買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
90,720

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（８月分）
71,280

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（7月分）
130,627

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（８月分）
189,216

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（7月分）
76,012
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環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水（衛生用）購入の経費支出について
64,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラチェットヘッドほか１４点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
270,059

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(7月分)
3,607,632

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 音量計修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
38,880

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（7月分）
971,465

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（7月分）
2,389,357

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（８月分）
168,480

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）8月分
2,112,264

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（7月分）
1,411,422

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）：８月分
81,043

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（衛生用）購入にかかる経費の支出について
79,380

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道(庁舎管理用)の利用料金の支出について(９月分)
15,113

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（８月分）
88,473

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）８月分
23,760

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）８月分
75,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）８月分
37,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（いすゞ車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）８月分
37,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
6,471

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリンググリスほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
124,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
7,303

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
5,570

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
3,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
810

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（８月分）
4,900

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 中間パテほか６点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
61,344

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（８月分）
18,489

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 セラミックベルト（Ａ）ほか１３点の買入並びに同経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
399,880

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 セラミックベルト（Ａ）ほか１３点の買入並びに同経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
145,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（事務連絡自動車整備用）８月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）８月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：８月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（いすゞ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：８月分
24,600

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
771,768

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
595,656

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区）
5,114,889

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ノートほか２２点（一般事務用）購入経費の支出について
42,730

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（８月分）
1,155,980

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（８月分）
103,636

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（８月分）
30,033

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用９月分）の支出について
902,522

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,412

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
771,768

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
1,191,312

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,829

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,640

環境局 東南環境事業センター 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
700

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２７年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（７月分）
1,244,545

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２７年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（７月分）
12,312
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環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 （許可事務用）「小浜市民生部環境衛生課に対する調査の実施」にかかる管外出張旅費の支出について
11,800

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 （許可事務用）「小浜市民生部環境衛生課に対する調査の実施」にかかる管外出張旅費の支出について
11,800

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２７年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷その２業務契約の実施及び同経費の支出について（８月分）
84,240

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）経費の支出について（8月分）
297,655

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）経費の支出について（8月分）
17,545

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度搬入票発行管理システム用機器一式借入経費の支出について（8月分）
80,676

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【8月分】
45,900

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（一般事務用／８月分）
4,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）その２（８月分）
213,840

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
7,538

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知用郵便切手の購入経費の支出について（減量指導事務用）
18,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用Ｓカンほか１６点購入経費の支出について
76,366

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用東淀川区リサイクル工作教室（平成27年8月18日）講師謝礼金の支出について
19,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用生野区リサイクル工作教室（平成27年8月20日）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について(資源化事業用）
3,560

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用浪速区リサイクル工作教室（平成27年8月21日）講師謝礼金の支出について
20,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用港区リサイクル工作教室（平成27年8月21日）講師謝礼金の支出について
19,900

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月10日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成27年度　古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託(北区・都島区）にかかる7月分費用の支出について
5,608,904

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用阿倍野区リサイクル工作教室（平成27年8月23日）講師謝礼金の支出について
11,540

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西成区リサイクル工作教室（平成27年8月26日）講師謝礼金の支出について
11,540

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見３号）の修理費用の支出について
30,348

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月11日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西南１号）の修理費用の支出について
33,112

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月11日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第1回）の支出について（拠点回収事業用）
789,264

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用住吉区リサイクル工作教室（平成27年8月29日）講師謝礼金の支出について
21,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用城東区リサイクル工作教室（平成27年8月22日）講師謝礼金の支出について
31,480

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用阿倍野区リサイクル工作教室（平成27年8月28日）講師謝礼金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 鶴見容器包装プラスチック中継施設運営用高天井照明設備修繕費用の支出について
253,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用阿倍野区リサイクル工作教室（平成27年8月28日阿倍野区民センター）会場使用料の支出について
2,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西成区リサイクル工作教室（平成27年8月26日西成区民センター）会場使用料の支出について
3,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西区リサイクル工作教室（平成27年8月18日）講師謝礼金の支出について
19,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用住之江区リサイクル工作教室（平成27年8月22日住之江図書館）講師謝礼金の支出について
20,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年8月分）
4,950

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成27年8月分）
970,250

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年8月分）
9,582

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年8月分）
20,264

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（鶴見資源１号）の修理費用の支出について
394,869

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（８月分）
58,320

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（８月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（８月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（８月分）
6,480

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その３）費用の支出について（８月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用東住吉区民まつり（平成27年10月18日）一部負担協力金の支出について
20,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進用市民見学会バス借入経費の支出について
713,028

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成27年8月分）
2,149

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成27年8月分）
5,275

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月25日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用旭区民まつり（平成27年8月29日）一部負担協力金の支出について
30,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）費用の支出について（８月分）資源ごみ・容器包装プラスチック収集・輸送用
4,804,470
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）費用の支出について（８月分）資源ごみ・容器包装プラスチック収集・輸送用
4,804,470

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成27年8月分）
14,220

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
2,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化等業務委託経費８月分の支出について（廃家電再商品化事業用）
137,970

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用東淀川区民まつり（平成27年9月13日）一部負担協力金の支出について
6,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
8,607,984

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
6,779,521

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
9,939,199

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
7,667,213

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
5,332,262

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
7,196,696

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
6,430,211

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
5,159,999

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
878,963

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
4,844,259

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
5,212,665

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（８月分）の支出について
541,220

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用城東区民まつり（平成27年8月29日）一部負担協力金の支出について
30,000

環境局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（一般事務用）
60,000

環境局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 民生保健委員会　行政視察随行に係る管外出張旅費の支出について（行政視察用）
37,670

環境局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 計理事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
320

環境局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 備品購入費　図書購入費 書籍の購入経費支出について（一般事務用）
16,200

環境局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（平成２７年８月分）
10,800

環境局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
3,200

環境局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 契約事務用書籍買入にかかる支出について（契約事務用）
9,780

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
6,294

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用市内出張交通費（４～８月分）の支出について
13,644

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用市内出張交通費（４～８月分）の支出について
960

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ボールペン（黒）ほか12点の購入経費の支出について（一般事務用）
15,638

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成27年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平27年８月分）
1,039,735

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
76,950

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）（平成27年８月分）
358,344

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成27年８月分）
527,958

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
370,780

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
32,745

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
1,104,662

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年８月分）
176,124

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年10月分）
97,100

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年10月分）
16,393,968

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年10月分）
54,000

環境局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年10月分）
178,200

環境局 企画課 平成27年09月01日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 審議会用郵便切手購入経費の支出について
8,760

環境局 企画課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 第５７回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
16,253

環境局 企画課 平成27年09月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 第５７回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員旅費の支出について
480

環境局 企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務及び審議会用市内等出張交通費の支出について（平成27年８月分）
720

環境局 企画課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務及び審議会用市内等出張交通費の支出について（平成27年８月分）
1,220

環境局 職員課 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 第一種衛生管理者免許試験手数料の支出について（安全衛生用）
61,540

環境局 職員課 平成27年09月03日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年７月分・一般事務用）
360
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環境局 職員課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験受験に伴う出張命令経費の支出について（安全衛生用）
3,320

環境局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 布製帽子（野球帽型メッシュ）ほか２点買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
779,112

環境局 職員課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 麦わら帽子買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
32,270

環境局 職員課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２７－９）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,386,340

環境局 職員課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２７－１０）の支出について（渉外事故関係業務用）
35,730

環境局 職員課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２７年度　当局プレゼンテーション力アップ講座」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
64,120

環境局 職員課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成27年７月分・一般事務用)
8,630

環境局 職員課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分・一般事務用）
8,750

環境局 施設管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（相愛学園）の電気料金にかかる経費の支出について(４月～６月分）（施設維持管理用）
18,867

環境局 施設管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メリヤスウェスの買入経費の支出について（設備維持管理用）
50,760

環境局 施設管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託(概算契約）経費の支出について（７月後半分）（設備維持管理用）
2,895,320

環境局 施設管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 書籍３点買入経費の支出について（設計業務用）
9,900

環境局 施設管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 工事請負費　新規工事費 森之宮２丁目地内ごみ空気輸送管撤去工事（モルタル充填工事）工事前払金の支出について(管路輸送施設の代替設備設置用)
10,890,000

環境局 施設管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 さざんか会館　脚折畳みテーブルの購入経費の支出について(施設維持管理用)
178,200

環境局 施設管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム印８点買入経費の支出について（一般事務用）
5,486

環境局 施設管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度南港ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）（８月分）の経費支出について
1,151,337

環境局 施設管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
20,350

環境局 施設管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託経費の支出について（平成27年4月～6月分）
184,680

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（８月分）（施設維持管理用）
568,260

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
15,728

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
4,860

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
640

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
500

環境局 施設管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
7,040

環境局 環境施策課 平成27年09月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用蛍光ペンほか７点の購入について
20,520

環境局 環境施策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成27年度環境教育、学習の振興等に係る業務の実施経費（第１四半期分）の支出について
7,762,960

環境局 環境施策課 平成27年09月04日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 報償費　報償金 第１回「おおさか環境科」教材編集委員会に係る報償金の支出について
16,813

環境局 環境施策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 平成27年度もと大阪市立環境学習センターの電話回線に係る経費の支出について（平成27年8月請求分）
2,710

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年４月15日出張分〔平成27年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業関連〕)
6,190

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年７月２日出張分〔指定都市自然エネルギー協議会　分科会・セミナー外〕)
29,100

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年４月６日出張分〔さくら共同法律事務所　外〕)
58,160

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年７月10日出張分〔水素社会の事業機会研究会　外〕)
29,890

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年５月28日出張分〔地中熱等導入促進事業関連〕)
28,900

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年８月３日～４日出張分〔でんき宇奈月プロジェクト　外〕)
28,980

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年４月10日出張分〔指定都市自然エネルギー協議会　担当者会〕)
28,900

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年８月27日出張分〔エネルギー面的利用促進事業関連〕)
29,300

環境局 環境施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成27年４月28日出張分〔地中熱等導入促進事業関連〕)
29,300

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成27年８月27日出張分）
380

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成27年８月27日出張分）
380

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
17,310

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,788

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,580

環境局 環境施策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,430

環境局 環境施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成27年８月31日～９月４日出張分）
30,160

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-2）
520,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-52）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-44）
145,000
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都市整備局 住宅政策課 平成27年09月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用　住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成27年9月分）
6,398,643

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「[Ａ]新婚世帯家賃補助金請求書」ほか３１点印刷の経費の支出について（第３回納品分）
18,360

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成27年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の支出について（7月分）
2,112,325

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅施策に関する国土交通省との協議に伴う管外出張旅費の支出について（平成27年８月２６日出張分）
29,640

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成27年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の支出について（7月分）
2,283,275

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-57）
132,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-5）
900,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-112）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-89）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第１回目）の支出について
485,643,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-53）
1,125,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-119）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-70）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用　住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借入に係る使用料の支出について（平成27年8月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業周知用リーフレットの印刷の支出について
85,536

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（８月分）
504

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（８月分）
948

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（８月分）
12,992

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（8月分)
679

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-51）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市新婚世帯向け家賃補助金（第１回目）の支出について（その２）
72,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-79）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-21）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-85）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-42）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-111）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（８月分）の支出について
54,014

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年8月分住宅政策グループ）
432

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年8月分住宅政策グループ）
9,412

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成27年8月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年8月分住宅政策グループ）
1,026

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年8月分住宅政策グループ）
5,350

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 「平成27年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託」にかかる郵送料の支出について（4月～7月分）
12,850

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-36）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-4）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-110）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-118）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-69）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業費　市内出張旅費（８月分）の支出について
33,912

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物の共用部分・都市整備局専用部分に係る計画修繕費（分担金）の支出について（平成27年度分第３回目）
12,903,461

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（８月分）の支出について
1,824

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（平成27年８月分）
2,116,800

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（８月分）の支出について
3,240

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　に係る郵便料の支出について（平成２７年８月分）
46,311

都市整備局 住宅政策課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（８月分）
7,560,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（7月分）
4,094

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（7月分）
35,837

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（7月分）
22,432
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都市整備局 住環境整備課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助金の支出について（更新分）（４月～７月分）
2,074,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住宅地区改良事業に係る浅香中住宅外灯電気料金の支出について（８月分）
9,512

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（27-8）
715,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 全国住環境整備推進協議会「三部会合同検討部会」にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月3日）
20,800

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　折りたたみ式テントの買入にかかる経費の支出について
36,288

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（8月分）
12,326

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅3号館共益電気料金の支出について（8月分）
17,881

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２７－２）（除却・実施設計）
8,557,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 平成27年度大阪市HOPEゾーン事業　まちなみ修景補助制度　修景計画相談謝礼金の支出について（天満地区）1回目
15,040

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第6住宅共益電気料金の支出について（8月分）
23,387

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（8月分）
15,002

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 「平成２７年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託」に係る郵送料の支出について（民老事業４月～７月分）
76,593

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変27-3）
455,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変27-10）
1,444,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（27-14）
214,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（27-13）
120,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（H27004）
142,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変H27001）
245,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用　平成27年度天満地区ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について（第1回目）
70,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２６－４）（工事監理・共同施設整備）
5,097,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２４－１３）
12,106,000

都市整備局 区画整理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(7月分)
480

都市整備局 区画整理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(7月分)
7,540

都市整備局 区画整理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２７年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（７月分）
189,035

都市整備局 区画整理課 平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉東部地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について
546,622

都市整備局 区画整理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
390

都市整備局 区画整理課 平成27年09月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
11,876

都市整備局 区画整理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
500

都市整備局 区画整理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200

都市整備局 区画整理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 市街地整備促進協議会会費の支出について（平成２７年度）
100,000

都市整備局 区画整理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（７月分）
91,499

都市整備局 区画整理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（８月分）
71,965

都市整備局 区画整理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（８月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出（８月分）
3,242

都市整備局 区画整理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁８月分）
41,156

都市整備局 区画整理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（8月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について(7月分)
49,010

都市整備局 区画整理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
240

都市整備局 区画整理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（８月分）
2,552

都市整備局 区画整理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
22,840

都市整備局 区画整理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（８月分）
42,704

都市整備局 区画整理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入にかかる船車賃借料の支出について(長期契約 平成27年度8月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 生野南部事務所 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用管外出張旅費の支出について
59,280

都市整備局 生野南部事務所 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（９月分）
24,555

都市整備局 生野南部事務所 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（９月分）
97,948

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 淡路駅周辺地区土地区画整理事業パンフレットの印刷費の支出について
42,768

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（8月分）
19,953
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（8月分）
4,380

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（８月分）
1,620

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前半金）
104,650

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前半金）
867,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（完了払）
14,943,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
620

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（８月分）
5,710

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における仮換地に残存地中杭が存することによる減価に対する損失補償金の支出について
5,073,300

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（８月分）
41,892

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（８月分）
27,562

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成27年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（8月分）
39,323

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―３（前金払）
1,282,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円整地工事（２７－１）の工事前払金の支出について
5,000,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（８月分）（納付書１通添付）
14,422

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（８月分）（納付書１通添付）
3,892

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
26,958,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
223,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について
2,081,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月10日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
307,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月11日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
472,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 新三国住宅２号館第２期電気設備工事の工事前払金の支出について
2,780,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,730

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,320

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,114

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
22,019

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（８月分）の支出について
1,064

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（８月分）の支出について
14,976

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（８月分）
74,488

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について（区画道路２号線）（前金払）
254,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について（５０Ｂ１４）（前金払）
402,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について（西三国木川線）（前金払）
490,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月24日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
972,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成２７年度 専門課程「土地利用計画研修」にかかる管外出張旅費の支出について（国土交通大学：９月２７日～１０月９日分）
47,290

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
22,275,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路の移転補償金の支出について（三国東地区３号線）（完了払）
870,924

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
9,557,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,308,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
7,016,600

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月11日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 補償、補填及賠償金　補償金
「大阪都市計画事業阿倍野地区第二種市街地再開発事業に伴う都市計画道路長柄堺線拡幅整備のための阪堺電気軌道上町線の移設工事に関する基本協定書」に基づく平
成27年度 205,746,800

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
15,374

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月18日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（継続委託）
4,910

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月18日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（継続委託）
681,129

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月29日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 原材料費　工事材料費 阿倍野再開発事業用車止めポスト（ウレタンゴム製　大阪市Ⅲ型）他６点の購入経費の支出について
446,742

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月29日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 原材料費　工事材料費 阿倍野再開発事業用横断防止柵（土佐堀通タイプ　ビームパイプ）他４点の購入経費の支出について
377,730

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　光熱水費 あべのベルタ保留床電気料金の支出について（８月分）
17

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２７年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１０月分）
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２７年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１０月分）
905,004

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１０月分）
142,564
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都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１０月分）
241,336

都市整備局 建設課 平成27年09月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 三津屋住宅１・２・３・４号館外１住宅昇降路増築電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,090,000

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 用地管理業務用のぼり旗外1点買入にかかる経費の支出について
45,360

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 住吉区浅香二丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
1,750

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 東淀川区西淡路１丁目の境界確定協議書締結に伴う印鑑証明書発行手数料の支出について
1,050

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
470,880

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,458,000

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 波除住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,970,120

都市整備局 建設課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 波除住宅1号館耐震改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
239,280

都市整備局 建設課 平成27年09月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（８月分）南住吉関連電気料金の支出について
3,777

都市整備局 建設課 平成27年09月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 大和田第3住宅1号館建設工事に伴う配電設備の支障電線路移設に関する補償金(前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
576,000

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅１号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,220,400

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅1・2号館建設工事　設計変更　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,890,000

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
399,600

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅２号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,263,600

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
300,240

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 野中北住宅６号館外２件昇降路増築工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
723,600

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館（２区）建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,404,000

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 城北住宅１２・１３・１４号館耐震改修その他工事　第３次設計変更　設計業務委託(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
119,880

都市整備局 建設課 平成27年09月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館（１区）建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,296,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出北住宅３号館建設工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,808,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅1号館建設工事監理業務委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,007,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 豊里第２住宅４・５・６号館解体撤去工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
18,000,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 三津屋住宅１・２・３・４号館外１住宅昇降路増築その他工事費（平成２７年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
70,140,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
37,732,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築給水衛生設備工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
5,250,960

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
27,916,560

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,484,080

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 長吉長原東住宅１４号館移転用住戸整備工事費用の支出について（前払金）
4,500,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 波除住宅１号館耐震改修その他工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
79,240,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 三津屋住宅１・２・３・４号館外１住宅昇降路増築その他工事費（平成２７年度前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,690,000

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 波除住宅１号館耐震改修その他工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
30,629,600

都市整備局 建設課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 市営住宅管理事務所建設設備工事　設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（住宅整備事業用）
367,200

都市整備局 建設課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 小林住宅１・２号館耐震改修その他工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
24,351,586

都市整備局 建設課 平成27年09月11日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 小林住宅１・２号館耐震改修その他工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
51,338,454

都市整備局 建設課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１９号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,101,600

都市整備局 建設課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅2号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,393,200

都市整備局 建設課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 勝山住宅電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,980,000

都市整備局 建設課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
47,349

都市整備局 建設課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
6,376

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
1,150

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成27年度　第22回CASBEE建築評価員講習への参加にかかる受講料及びテキスト代の支出について
13,500

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度　第22回CASBEE建築評価員講習への参加にかかる受講料及びテキスト代の支出について
10,800

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
21,740

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
480

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
37,342

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
30,474

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（８月分）
76,605
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都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（８月分）公営住宅建設事業用
32,400

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北津守第3住宅1号館解体撤去工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
252,720

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（８月分）公営住宅建設事業用
16,092

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）（８月分）公営住宅建設事業用
26,784

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（その２）（８月分）公営住宅建設事業用
15,120

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 神崎橋住宅１号館給水衛生設備工事－２(前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
15,980,000

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第1住宅6・7号館給水衛生設備工事(前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
47,470,000

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉住宅２・３・４・５・６号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
88,743,600

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第５住宅５号館畳工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,700,000

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 飛鳥住宅２号館建設工事(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
10,370,000

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（民間移転支援・全金）
1,500,000

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
7,110

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 北津守第3住宅1号館解体撤去工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
211,680

都市整備局 建設課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
240

都市整備局 建設課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（８月分）南住吉関連ガス料金の支出について
745

都市整備局 建設課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小林住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
687,600

都市整備局 建設課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 小林住宅1・2号館耐震改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
214,640

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　工事グループ）
360

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　工事グループ）
3,024

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　工事グループ）
103,657

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉住宅2･3･4･5･6号館昇降路増築工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,433,240

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設事業用菅原住宅屋外整備その他工事に係る工事請負費の支出について（前払金）
1,910,000

都市整備局 建設課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　工事グループ）
2,560

都市整備局 建設課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　設備グループ）
964

都市整備局 建設課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　設備グループ）
1,700

都市整備局 建設課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　設備グループ）
40,722

都市整備局 建設課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他81件防犯灯電気料金（８月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
104,760

都市整備局 建設課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　設備グループ）
2,304

都市整備局 建設課 平成27年09月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西住之江住宅１～３・６～１０号館昇降路増築工事　設計業務委託にかかる経費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,680,000

都市整備局 建設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,620

都市整備局 建設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
378,000

都市整備局 建設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事（第３回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
60,275,000

都市整備局 建設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅６・７号館建設工事（第３回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,725,000

都市整備局 建設課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 北江口第２住宅児童遊園施設解体撤去工事費の支出について
3,829,680

都市整備局 管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　歌島住宅ほか５件　電気代８月分の支出について（請求書10通）
1,273

都市整備局 管理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館8月分電気代の支出について
49,052

都市整備局 管理課 平成27年09月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代　８月分の支出について（請求書１通）
20,729

都市整備局 管理課 平成27年09月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館8月分電気代の支出について
6,283

都市整備局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館8月分電気代の支出について
57,412

都市整備局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２７年９月送達証明・執行文付与申請用印紙の購入経費の支出について
6,750

都市整備局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館8月分電気代の支出について
80,863

都市整備局 管理課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館8月分電気代の支出について
72,534

都市整備局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 府営住宅の移管に伴う預金口座振替依頼書読替手数料の支出について
1,728

都市整備局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館電気代　８月分の支出について（請求書１通）
20,135

都市整備局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅８月分の電気代の支出について
17,251

都市整備局 管理課 平成27年09月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　８月分の支出について（請求書４通）
3,288

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（7月分）
4,408

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（7月分）
30,989
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都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（7月分）
72,618

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館4～6月分電気代の支出について
254,956

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田中住宅1号館4～6月分電気代の支出について
67,590

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　８月分の支出について（請求書1通）
5,137

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館他1件8月分電気代の支出について
8,755

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代　８月分の支出について（請求書1通）
2,786

都市整備局 管理課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件8月分電気代の支出について
25,320

都市整備局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支払について（平成２７年６月分７月分）
2,170,800

都市整備局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支払について（平成２７年６月分７月分）
286,100

都市整備局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１号館　８月分の支出について（請求書１通）
13,491

都市整備局 管理課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代6~9号館　８月分の支出について（請求書１１通）
19,694

都市整備局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　下新庄住宅ほか４件　電気代８月分の支出について（請求書10通）
4,525

都市整備局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 府営住宅の移管に伴う預金口座振替依頼書読替手数料の支出について
108,000

都市整備局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代　８月分の支出について（請求書１通）
6,851

都市整備局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気８月分の支出について（請求書１通）
13,535

都市整備局 管理課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅6・8～10号館、加島第2住宅2号館　電気代８月分の支出について（請求書１通）
23,418

都市整備局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（９月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟８月分の電気代の支出について
41,755

都市整備局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅1号館、城北住宅2号館　電気代　８月分の支出について　　（請求書２通）
37,178

都市整備局 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　８月分の支出について（請求書４通）
69,918

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用平成27年度住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託に係る経費の支出について（平成27年8月分）
23,760

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成27年8月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成27年8月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２７年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について
1,166

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月8月分電気代の支出について
73,042

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟８月分の電気代の支出について
526

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館８月分の電気代の支出について
111,506

都市整備局 管理課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟８月分の電気代の支出について
11,824

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成27年9月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
68,000

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅１６号館電気代　８月分の支出について（請求書４通）
1,478

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第２住宅１～３号館電気代　８月分の支出について（請求書１通）
5,216

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　８月分の支出について（請求書20通）
19,265

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代８月分の支出について（請求書１通）
13,914

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館８月分電気代の支出について
88,383

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館８月分電気代の支出について
82,451

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館８月分電気代の支出について
28,966

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第3住宅１号館　電気代８月分の支出について（請求書２通）
16,282

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代６・７号館　８月分の支出について（請求書２通）
1,020

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　８月分の支出について（請求書２通）
21,077

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅１～５号館電気代　８月分の支出について（請求書６通）
175,982

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　８月分の支出について（請求書２通）
39,667

都市整備局 管理課 平成27年09月24日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅8月分電気代の支出について
29,006

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　10月分
267,219

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成27年8月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）に係る経費の支出について（平成27年8月分）
90,288

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　10月分
71,259

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅9.10.21号館、福住宅1～3号館、電気代　８月分の支出について（請求書６通）
72,054

都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～１０号館、日之出第3住宅1号館　電気代８月分の支出について（請求書９通）
112,429
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都市整備局 管理課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅7.8.10.11号館　電気代８月分の支出について（請求書４通）
133,939

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　８月分
46,162

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　９月分
502,442

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　９月分
157,341

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代８月分の支出について（請求書６通）
7,577

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件8月分電気代の支出について
65,995

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅１０号館電気代　８月分の支出について（請求書１通）
8,022

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件8月分電気代の支出について
35,914

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代８月分の支出について（請求書１通）
14,345

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館9月分電気代の支出について
6,295

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・７号館、加島第2住宅1号館　電気代８月分の支出について（請求書６通）
19,239

都市整備局 管理課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅、飛鳥住宅1.3.4号館,飛鳥西住宅1～2号館　電気代　８月分の支出について（請求書７通）
111,775

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（８月分）
22,425

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用市内出張交通費の支出について　平成２７年７月分（追加）
240

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（８月分）
37,198

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（８月分）
90,984

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　8月分
124,093

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野第2住宅0号館5～6月分電気代の支出について
42,075

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年8月分）にかかる支出について
10,978,238

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年8月分）にかかる支出について
44,226

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年8月分）にかかる支出について
24,084,079

都市整備局 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年8月分）にかかる支出について
2,329,227

都市整備局 保全整備課 平成27年09月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出西住宅5号館台所改修工事費の支出について（前払金）
7,960,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月03日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（８月分・請求書３２通）
48,419

都市整備局 保全整備課 平成27年09月03日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第２住宅（８号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
17,010,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
3,140

都市整備局 保全整備課 平成27年09月04日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
36,535

都市整備局 保全整備課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
21,899

都市整備局 保全整備課 平成27年09月04日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　小林住宅外2住宅屋外整備その他工事費の支出について（前払金）
10,060,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年７月）
184,499

都市整備局 保全整備課 平成27年09月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年７月）
125,999

都市整備局 保全整備課 平成27年09月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年７月）
172,800

都市整備局 保全整備課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　徳庵住宅1～3号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
18,930,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大領北住宅1･2号館外1住宅外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
11,760,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月10日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 府営住宅の移管に伴う預金口座振替依頼書読替手数料（附帯駐車場使用料）の支出について（紀陽銀行）
108,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月10日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出西住宅（５号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
16,690,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大領東住宅1～3号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
11,340,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南津守第1住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
2,036,080

都市整備局 保全整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大和川住宅屋外整備その他工事費の支出について（前払金）
9,500,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第9住宅2～4号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
45,430,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第2住宅7号館台所改修工事費の支出について（前払金）
9,240,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　茨田大宮第2住宅7･8･10･13･15･17号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
14,580,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第２住宅（７号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
19,060,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口第5住宅1～10号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
14,360,000

都市整備局 保全整備課 平成27年09月24日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書６０通）
133,623

都市整備局 保全整備課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（８月分・請求書８通）
21,261

都市整備局 保全整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　新高南住宅外1住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
2,794,280

都市整備局 保全整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鶴町第2住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
5,650,040
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都市整備局 企画設計課 平成27年09月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
246,240

都市整備局 企画設計課 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　南住吉小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,663,200

都市整備局 企画設計課 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　新森小路小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
797,860

都市整備局 企画設計課 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　東淀工業高等学校増築その他工事積算設計業務委託-3費の支出について（完了金）
270,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　新森小路小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第３回中間金）
22,140

都市整備局 企画設計課 平成27年09月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　清江小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
1,530,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　茨田南小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第1回中間金）
2,839,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（前払金）
250,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（前払金）
5,370,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月03日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（前払金）
2,250,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　中央会館玄関ポーチ天井改修工事費の支出について（前払金）
5,310,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　中大淀幼稚園設備器具落下防止電気設備工事費の支出について（完成金）
518,400

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
4,961,350

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
28,772,920

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　島屋小学校直結給水化その他改修機械設備工事費の支出について（前払金）
9,700,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月04日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　矢田小学校・矢田南中学校耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
3,125,730

都市整備局 企画設計課 平成27年09月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用ほか　中央区役所1階ロビー・中央区民センターホール天井改修工事費の支出について（前払金）
8,918,500

都市整備局 企画設計課 平成27年09月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用ほか　中央区役所1階ロビー・中央区民センターホール天井改修工事費の支出について（前払金）
11,091,500

都市整備局 企画設計課 平成27年09月08日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　福島消防署建設機械設備工事費の支出について（前払金）
54,320,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　茨田北小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
3,620,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　清水小学校改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
4,990,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　神津小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,620,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　深江小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
18,817,640

都市整備局 企画設計課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　福島小学校外4校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
10,910,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　平野区役所玄関ホール天井改修工事費の支出について（前払金）
5,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　緑中学校第3期増築その他工事費の支出について(第２回中間金)
78,250,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　明治小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
16,919,080

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉造小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
17,279,560

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美南部小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
40,498,480

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　緑中学校第3期増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
4,750,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破東小学校外６校体育館天井改修工事－２費の支出について（前払金）
34,430,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　田中小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,927,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第2期増築その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
476,280

都市整備局 企画設計課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　都島中学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,758,240

都市整備局 企画設計課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　池島小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
21,998,520

都市整備局 企画設計課 平成27年09月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署建設工事-2実施設計（建築・設備）設計変更　設計業務委託費の支出について（完了金）
798,120

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度研修認定会議認定講習会「CASBEE建築評価員講習」受講料の支出について
10,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今市中学校増築その他昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
2,214,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
457,920

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　弘済小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
8,112,200

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　都島小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
19,079,320

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　弘済小学校分校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
1,998,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　伝法小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
24,519,240

都市整備局 企画設計課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　木川小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
21,515,200

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年８月分）
31,612

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他工事実施設計（建築・設備）第４次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,944,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年８月分）
15,584

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用等　今市中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,780,000
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都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東中本小学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
81,940,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今里小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
91,057,280

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　長池小学校第２期増築その他工事費の支出について（中間前払金）
41,610,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他工事費の支出について（第４回中間金）
20,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　今里小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
14,127,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎建設用等　今市中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
578,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　矢田西小学校外６校体育館等天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,169,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中津小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
17,679,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　海老江東小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
14,047,280

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
7,992,560

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東中本小学校増築その他機械設備工事ー２費の支出について（一部完成金）
21,325,888

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大宮小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
18,870,440

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中野小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
19,111,640

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　茨田西小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
26,240,240

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　茨田北小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
28,063,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東井高野小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
39,119,680

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
5,430,397

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今里小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,193,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
2,171,840

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
669,444

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
135,856

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東住吉特別支援学校体育館等天井改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
64,303

都市整備局 企画設計課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　今里小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
2,382,720

都市整備局 企画設計課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東淡路小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
20,669,040

都市整備局 企画設計課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新東三国小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
18,020,840

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　神津小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
820,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第2期増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
307,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　茨田南小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
220,320

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２７年８月分）の支出について
130,011

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉川小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
21,185,560

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（完成金）
3,710,760

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　岸里小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
30,502,560

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　田中小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
18,141,120

都市整備局 企画設計課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,047,680

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 役務費　通信運搬費 校舎建設事業用　神津小学校回線移転工事費の支出について
5,400

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　阪南小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
26,133,160

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　丸山小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
24,184,800

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　田川小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
33,183,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　巽南小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
16,836,080

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉出小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
17,553,960

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北田辺小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
30,451,680

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今川小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
64,764,360

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大江小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
35,549,280

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校屋外改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,055,320

都市整備局 企画設計課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野特別支援学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,483,000

都市整備局 企画設計課 平成27年09月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務計画用平成２７年度第５回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,499

都市整備局 企画設計課 平成27年09月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
205,200

都市整備局 企画設計課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
837,000
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都市整備局 ファシリティマネジメント課 平成27年09月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 「自家用電気工作物保安管理規程講習会」の受講料の支出について
3,693

都市整備局 ファシリティマネジメント課 平成27年09月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「自家用電気工作物保安管理規程講習会」の受講料の支出について
5,600

都市整備局 ファシリティマネジメント課 平成27年09月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の受講料の支出について
14,000

都市整備局 ファシリティマネジメント課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（平成２７年８月分）の支出について
3,920

都市整備局 ファシリティマネジメント課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（平成２７年８月分）の支出について
1,440

都市整備局 施設整備課 平成27年09月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美中学校屋外階段塗装工事費の支出について（完成金）
2,274,480

都市整備局 施設整備課 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 関目小学校給食室改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
1,488,600

都市整備局 施設整備課 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
1,414,680

都市整備局 施設整備課 平成27年09月10日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 みどり小学校給食室改修機械設備工事費の支出について（完成金）
2,729,160

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 工事請負費　改修工事費 インテックス大阪６号館屋上各所改修工事費の支出について（工事前払金）
31,550,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 常盤小学校分校特別支援教室改修工事費の支出について(完成金)
1,663,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 丸山小学校フェンス改修工事費の支出について(完成金)
1,866,240

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大領中学校音楽室改修工事費の支出について(完成金)
2,018,800

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大正北中学校教室床改修工事費の支出について(完成金)
5,756,400

都市整備局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東住吉中学校教室出入口改修工事費の支出について(完成金)
2,110,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 成南中学校教室床改修工事費の支出について(完成金)
6,123,600

都市整備局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江丘中学校自動火災報知設備改修工事費の支出について(完成金)
2,492,640

都市整備局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東我孫子中学校体育館内部改修工事費の支出について(完成金)
1,743,040

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 浪速区役所電話交換機更新工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,086,048

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 西区役所給水設備その他改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
507,384

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 東淀川区民会館空調設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
382,104

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎ガス吸収式冷温水発生機整備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
793,692

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎鋳鉄製ボイラー整備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
576,396

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎不活性ガス消火設備整備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
296,568

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 阿波座センタービル各所改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
724,680

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東淀川区老人福祉センター屋上防水改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,508

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 西区老人福祉センター門扉改修その他工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
94,284

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 中央区東老人福祉センター給水設備改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
70,092

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 弘済院第２特別養護老人ホーム広場人工芝改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
576,396

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 大国保育所外各所改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,027,484

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 あすか保育所各所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
246,348

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 インテックス大阪６号館駐車場管制改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,284,552

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 委託料　委託料 浪速スポーツセンター雑用水設備その他改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
129,492

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 大阪城公園便所（弓道場横、太陽の広場、芙蓉花壇）各所改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
4,204,224

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 大桐小学校教室改造工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,119,204

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 淡路小学校外柵改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
526,284

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 大淀中学校太陽光発電設備設置工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
893,916

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 （仮称）特別支援教室センター整備工事（もと男女共同参画センター北部館（クレオ大阪北）））（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,196,640

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 音楽団事務所耐震改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
179,604

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新北島中学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
5,821,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破西中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
4,183,840

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 難波元町小学校給食室換気設備改修工事費の支出について（完成金）
1,953,720

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南市岡小学校給水管改修工事費の支出について（完成金）
3,097,440

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校給食室改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,202,040

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 我孫子南中学校中庭土間改修工事費の支出について（完成金）
3,882,600

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北巽小学校給食室電灯幹線改修工事費の支出について（完成金）
201,960

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鯰江小学校給食室改修機械設備工事費の支出について（完成金）
2,845,800

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破西中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
278,640
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都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田西中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
656,640

都市整備局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 十三中学校教室出入口改修工事費の支出について（完成金）
4,043,520

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所（区役所）駐車場改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
102,924

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 備品購入費　庁用器具費 営繕事務用シュレッダー（公共建築部）の買入費用の支出について
283,824

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所電話交換機設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,086,048

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区役所熱源機器整備工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
576,396

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所昇降機設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,508

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 住吉区役所（市民局）駐車場改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
473,472

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 東住吉区役所矢田保健分室各所改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,050,704

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 旭区役所自動制御装置整備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,508

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区民センターサービスコーナー設置工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
724,680

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 都島区民センターホール天井改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,450,332

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 鶴見区民センター直流電源装置改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
126,360

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 都島区民センターホール天井改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,009,340

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 都島区民センター外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
826,524

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 都島区民センター耐震改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
944,568

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 社会福祉センター排水ポンプ改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
296,568

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 都島区老人福祉センター屋上防水改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,508

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 環境科学研究所整備費 委託料　委託料 環境科学研究所直流電源設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
318,384

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 加美第１保育所外各所改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
3,656,556

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 清水保育所ほか外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,800,252

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 住吉保育所屋上防水改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,215,540

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 城北環境事業センター受変電設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
416,880

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園ヒツジ広場内畜舎改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
885,492

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園南園デッキ下便所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,666,656

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺公園天王寺ゲート横便所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,581,012

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 横堤駅自転車駐車場直流電源装置改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
17,712

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 新巽中学校太陽光発電設備設置工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
893,916

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
54,216

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 汎愛高等学校外天井改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,761,128

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 鶴見図書館直流電源装置改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
33,804

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
396,792

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 都島図書館耐震改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
716,364

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
104,760

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 阿倍野図書館非常用発電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
23,328

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 平野中学校外太陽光発電設備設置工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,979,964

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 日吉小学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
2,341,040

都市整備局 施設整備課 平成27年09月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 春日出小学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
1,625,400

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 田川小学校砂場整備工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
142,992

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 本庁舎市会事務局（８階）議員控室間仕切改修工事費の支出について（完成金）
2,246,400

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター南部館熱源機器整備工事費の支出について（完成金）
6,750,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 共同利用施設西三国センター耐震改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,090,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 委託料　委託料 大道南小学校防球ネット設置工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
173,556

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（北エリア）【設計】委託費の支出について
416,232

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 海老江東小学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
2,827,440

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について(完成金)
394,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大淀中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
299,160

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
262,845
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都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
378,891

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
23,571

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
8,235

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成27年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（８月分）
5,724

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２７年８月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２７年８月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
4,333,716

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,270,322

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
150,930

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度中央区役所外46施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
113,292

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南津守小学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
4,795,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北津守小学校機械室改修その他工事費の支出について（完成金）
1,560,640

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校格技室天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
5,119,848

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 難波特別支援学校受変電設備改修工事費の支出について（工事前払金）
860,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校格技室天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,114,992

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南田辺小学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
2,825,560

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西中学校玄関土間改修工事費の支出について（完成金）
3,896,480

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修機械設備工事費の支出について（完成金）
27,873,720

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,505,520

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連中学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
5,567,400

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東高等学校武道場天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,044,440

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡東中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
768,960

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉南小学校教室出入口改修工事費の支出について（完成金）
2,787,480

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連東小学校土間改修工事費の支出について（完成金）
4,128,840

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東田辺小学校教室出入口改修工事費の支出について（完成金）
3,383,680

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 夕陽丘中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
216,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 常盤小学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
4,206,720

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城東小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
3,627,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月18日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城東小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
311,040

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 航空隊事務所太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
1,046,304

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 航空隊事務所太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
3,379,536

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 野田小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
5,517,320

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大淀中学校直結給水化改修工支出事費の支出について（完成金）
3,969,840

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校照明改修工事費の支出について（完成金）
2,266,920

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 難波中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
14,038,320

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
2,302,560

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聴覚特別支援学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,194,960

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美東小学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
1,559,520

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 豊崎東小学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
3,402,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月24日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南中学校教室出入口改修工事費の支出について（完成金）
4,740,200

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
39,944

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
11,144

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕中学校外１校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
2,520,720

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 上町中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
5,986,440

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
4,640,680

都市整備局 施設整備課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鯰江小学校給食室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
35,640

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校給食室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
47,520

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 夕陽丘中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
6,267,240
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都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,229,472

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本田小学校ガス管改修工事費の支出について（完成金）
2,004,480

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪ビジネスフロンティア高等学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
746,280

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大領中学校照明改修工事費の支出について（完成金）
2,202,120

都市整備局 施設整備課 平成27年09月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修電気設備工事費の支出について（完成金）
184,128

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 田中小学校照明改修工事費の支出について（完成金）
1,235,520

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見商業高等学校体育館防球ネット改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,432,080

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鯰江中学校体育館床改修工事費の支出について（完成金）
11,540,760

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴橋小学校体育館低圧幹線改修その他工事費の支出について（完成金）
733,320

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（工事前払金）
10,550,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 旭陽中学校体育館床改修工事費の支出について（完成金）
17,133,800

都市整備局 施設整備課 平成27年09月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 汎愛高等学校耐震改修その他工事費の支出について（工事前払金）
33,420,000

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
172,152

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,471,581

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
124,470

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
716,931

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
487,998

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
8,667

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成２７年８月分）
116,070

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成２７年８月分）
52,945

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 建築計画調査用平成２７年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１０月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 建築計画調査用平成２７年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１０月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,436,072

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
2,371,410

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
346,410

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
148,041

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
67,365

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所外60施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第１回中間金）
156,006

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
58,906

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽南小学校体育館床塗装工事費の支出について（完成金）
3,083,400

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 五条小学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
3,135,240

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀川中学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
3,339,840

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野特別支援学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,685,280

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 工芸高等学校・第二工芸高等学校格技室天井改修工事費の支出について（完成金）
7,477,920

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 関目東小学校給食室改修工事費の支出について（完成金）
7,979,560

都市整備局 施設整備課 平成27年09月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校格技室天井改修その他工事費の支出について（完成金）
9,381,640

都市整備局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅施策に関する国土交通省との協議に係る出張旅費の支出について
29,640

都市整備局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 平成28年度国土交通省公共事業関係予算概算要求説明会の参加に伴う出張旅費の支出について
29,640

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,516

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
387

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
20,630

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,440

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
13,358

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
912

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
820

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
82

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,726

都市整備局 総務課 平成27年09月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,659
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都市整備局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単１形）外２点の買入にかかる経費の支出について
3,586

都市整備局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単１形）外２点の買入にかかる経費の支出について
3,974

都市整備局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　電池（単１形）外２点の買入にかかる経費の支出について
1,728

都市整備局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２７年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について(９月分)
298,750

都市整備局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２７年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について(９月分)
151,076

都市整備局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（８月発注分）
40,040

都市整備局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（８月発注分）
4,897

都市整備局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（８月発注分）
48,970

都市整備局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（８月発注分）
24,427

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅施策に関する国土交通省との協議に係る出張旅費の支出について
28,840

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
141,146

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
110,391

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
12,410

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
46,223

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
21,645

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（８月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
14,032

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
9,740

都市整備局 総務課 平成27年09月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(８月分）
825

都市整備局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（８月分）
115,441

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
32,461

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ボックスファイル外５点の買入にかかる経費の支出について
6,210

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（８月分）
50,958

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ボックスファイル外５点の買入にかかる経費の支出について
28,944

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
2,826

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成27年8月分）
1,635,047
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都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
32,400

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
398,790

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
15,390

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ボックスファイル外５点の買入にかかる経費の支出について
3,888

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
15,931

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
9,006

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ボックスファイル外５点の買入にかかる経費の支出について
1,296

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
8,862

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ボックスファイル外５点の買入にかかる経費の支出について
324

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
2,484

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
332

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
16,105

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
1,920

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金８月分の支払いについて
82

都市整備局 総務課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 公課費　公課費 平成２６年度市街地再開発事業会計の確定申告にかかる消費税及び地方消費税の納付について
75,099,800

政策企画室 秘書担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 秘書担当業務用　祝辞文印刷用連続帳票の印刷に係る経費の支出について
23,328

政策企画室 秘書担当 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 名刺の買入にかかる経費の支出について
14,000

政策企画室 秘書担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長長野県飯山市出張旅費の支出について（平成27年8月21日）
38,380

政策企画室 秘書担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
3,850

政策企画室 秘書担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民表彰用　紙袋ほか２点の購入にかかる経費の支出について
110,257

政策企画室 秘書担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 市民表彰用　表彰状ほか３点の作成にかかる経費の支出について
40,548

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H27.７月分）
25,006

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 勤続職員表彰用　表彰状の筆耕に係る経費の支出について
133,056

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H27.7月分）
1,196,640

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H27.7月分）
49,914

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年８月分）
45,568

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
17,716

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H27.７月分）
43,730

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H27.８月分）支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式借入（H27.８月分）支出について
59,940

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H27.８月分）支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
10,124

政策企画室 秘書担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年８月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
6,073

政策企画室 秘書担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
82

政策企画室 秘書担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
1,544

政策企画室 秘書担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
1,072

政策企画室 秘書担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
3,192

政策企画室 秘書担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（８月分）
23,295

政策企画室 秘書担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（８月分）
1,836

政策企画室 秘書担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H27.8月分）
66,115

政策企画室 秘書担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H27.8月分）
1,196,640

政策企画室 政策企画担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
11,988
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政策企画室 政策企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年７月寄附分）
2,480

政策企画室 政策企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年７月寄附分）
4,740

政策企画室 政策企画担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金インターネットクレジット収納システム運営利用料の支出について（平成２７年８月分）
1,080

政策企画室 政策企画担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 公共施設等総合管理計画にかかる総務省協議等にかかる旅費の支出について
29,170

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅳ　C4470PFS）の支出について（７月分）
8,219

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）の支出について（７月分）
8,372

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 大阪戦略調整会議にかかる会議用飲料購入経費の支出について
3,888

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 連携調整担当広報事務用　無線通信経費の支出について（７月分）
3,693

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 連携調整担当事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
704

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）の支出について（８月分）
12,560

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅳ　C4470PFS）の支出について（８月分）
11,775

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（７月分）
21,080

政策企画室 連携調整担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 特別顧問・特別参与に係る報酬等の支出について（７月分）
29,260

政策企画室 広報担当 平成27年09月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 ホームページ検証用端末（スマートフォン）の買入経費の支出について
49,896

政策企画室 広報担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務（平成27年9月号分）に係る経費の支出について
430,812

政策企画室 広報担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成27年9月号）概算印刷に係る経費の支出について
275,737

政策企画室 広報担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（８月分）
3,240

政策企画室 広報担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成27年度地下鉄・駅構内設置の掲示板へのポスター掲出業務にかかる経費の支出について（8月分）
17,496

政策企画室 広報担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（８月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコンの長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
5,616

政策企画室 広報担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au平成２７年８月分）の支出について
1,128

政策企画室 広報担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
1,188,000

政策企画室 広報担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク８月分）の支出について
17,281

政策企画室 広報担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 広報パンフレット用　生活ガイドブック「大阪市くらしの便利帳」運搬委託業務にかかる経費の支出について
522,720

政策企画室 広報担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（８月分）
7,149

政策企画室 報道担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成27年度全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
64,800

政策企画室 報道担当 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成27年８月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成27年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
277,740

政策企画室 報道担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成27年度「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」利用にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
136,080

政策企画室 報道担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（８月分）にかかる経費の支出について
26,238

政策企画室 報道担当 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
8,322

政策企画室 報道担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（７月分So-net及び８月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 報道担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
8,052

政策企画室 広聴担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム機器一式借入経費の支出について（８月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成27年度大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
366,363

政策企画室 広聴担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（８月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年８月分）
1,152

政策企画室 広聴担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（８月分）
13,461,120

政策企画室 東京事務所 平成27年09月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（ファクシミリ）購入経費の支出について
22,680

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（都道府県・政令市国土交通省担当者連絡協議会現地研修会）にかかる経費の支出について
28,350

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（８月分）の支出について
1,925

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（指定都市厚生労働省担当者連絡会・現地研修会）にかかる経費の支出について
23,200

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,660

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,300

政策企画室 東京事務所 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）にかかる経費の支出について
29,300

政策企画室 東京事務所 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度東京事務所公舎用賃料の支出について（１０月分）
884,000

政策企画室 東京事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（８月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２７年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（８月分）の支出について
2,878
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政策企画室 東京事務所 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（８月分）の支出について
13,586

健康局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金の支出について（７月分）
109,793

健康局 総務課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金（追加分）の支出について（７月分）
37,582

健康局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備業務委託について（７月分）
13,662

健康局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度もと職員大宮寮における機械警備業務委託について（７月分）
13,122

健康局 総務課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度交流会館における機械警備業務委託について（６月分）
11,340

健康局 総務課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（病院Ｇ６・７月分）の支出について
14,840

健康局 総務課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度視覚障がい者用パソコン等機器長期借入経費（８月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市会事務用　民生保健委員会行政視察随行にかかる職員の派遣経費の支出について
28,640

健康局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（８月分）
285,191

健康局 総務課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（８月分）
207,857

健康局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（８月分）
188,760

健康局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,412

健康局 経理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
1,358

健康局 経理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 経理課事務用　ポスト・イット　外22点　買入に係る経費の支出について
77,749

健康局 経理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２７年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（８月分）
58,968

健康局 経理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（8月分）
242,793

健康局 健康施策課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市西部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（９月２日開催分）
3,780

健康局 健康施策課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出にかかる支出について（保健衛生検査所外２箇所）（概算契約）（7月分）
9,720

健康局 健康施策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 各種一般事務用　クリヤーポケット外7点買入経費の支出について
29,786

健康局 健康施策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（東淀川区）
229,996

健康局 健康施策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（西区）
125,161

健康局 健康施策課 平成27年09月10日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 休日急病診療用　自動血球計数CRP測定装置の買入経費の支出について
6,156,000

健康局 健康施策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市南部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（９月１１日開催分）
3,672

健康局 健康施策課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市北部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（９月１５日開催分）
3,672

健康局 健康施策課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　被服費 各種保健事業用　診察衣　外６点　買入経費の支出について
671,544

健康局 健康施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年度保健師等ブロック別（近畿地区）研修会の職員派遣にかかる出張旅費の支出について
20,880

健康局 健康施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 救急医療週間記念事業用　額縁外２点の買入にかかる経費の支出について
8,780

健康局 健康施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（東住吉区）
51,332

健康局 健康施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（大正区）
31,320

健康局 健康施策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（鶴見区）
23,112

健康局 健康施策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　建物修繕料 保健衛生検査所照明器具取替にかかる電気設備工事費の支出について
21,060

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
360

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
37,227

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
696

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
2,878

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
3,200

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張費（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
432

健康局 健康施策課 平成27年09月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
5,592

健康局 健康施策課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 地域保健医療計画推進事業用　大阪市東部保健医療協議会にかかる会議室使用料の支出について（平成27年9月30日開催分）
18,000

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録買入経費の支出について
8,841

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 事務参考用　地域保健関係法令実務便覧追録買入経費の支出について
1,104

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市東部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（９月３０日開催分）
4,428

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重症心身障がい児者医療コーディネート事業用　後納郵便料の支出について（８月分）
7,372

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健医療計画推進事業用　後納郵便料の支出について（８月分）
7,102

健康局 健康施策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（８月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
84,262

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
40,059
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健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
8,100

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
81,378

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
65,707

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
27,173

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
2,268

健康局 健康づくり課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年７月）
2,555

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用蛍光灯外５点買入にかかる経費の支出について
3,375

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用蛍光灯外５点買入にかかる経費の支出について
4,417

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用蛍光灯外５点買入にかかる経費の支出について
518

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用自動車用ＡＢＣ粉末消火器買入にかかる経費について
7,304

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用自動車用ＡＢＣ粉末消火器買入にかかる経費について
7,304

健康局 健康づくり課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用蛍光灯外５点買入にかかる経費の支出について
7,560

健康局 健康づくり課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（７月分）
243,738

健康局 健康づくり課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
3,883,027

健康局 健康づくり課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
4,452,564

健康局 健康づくり課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月分）
3,280,025

健康局 健康づくり課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
216,000

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
8,586

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
5,009,187

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
323,487

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
35,467

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
88,620

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
19,654,513

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
6,126,379

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
43,885

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
8,942

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
108,559

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
17,395,292

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
5,228,429

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
3,819

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
11,254,510

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
16,366,529

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
2,592

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
808

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
547

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
27,981,286

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年８月）
109,620

健康局 健康づくり課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（７月分）
445,424

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
7,830

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
1,461

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
4,630

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診推進事業対象者データ取込み業務委託の実施及び同経費の支出について
170,618

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（８月分）
7,983

健康局 健康づくり課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（８月分）
9,837

健康局 健康づくり課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（８月分）
36,776

健康局 健康づくり課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
442,800

健康局 健康づくり課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
3,758,130

健康局 健康づくり課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,995,401
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健康局 健康づくり課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診（視触診）業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
504,630

健康局 健康づくり課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,494,800

健康局 健康づくり課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
1,600

健康局 健康づくり課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
6,000

健康局 健康づくり課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
2,100

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等ハエ・蚊用殺虫剤外3点の買入にかかる経費の支出について
1,047

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等ハエ・蚊用殺虫剤外3点の買入にかかる経費の支出について
34,992

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等ハエ・蚊用殺虫剤外3点の買入にかかる経費の支出について
30,148

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小規模受水槽衛生対策事業用窓あき封筒の買入にかかる経費の支出について
99,630

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用営業許可申請書外８点の印刷にかかる経費の支出について
288,360

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録「水道六法（２７４号―２７５号）」の買入にかかる経費の支出について
16,400

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 追録「廃棄物処理実務便覧（６８２－６８６号）」の買入にかかる経費の支出について
9,610

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小規模受水槽衛生対策事業用安全帯の買入にかかる経費の支出について
24,883

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（７月分）
161,759

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（７月分）
146,779

健康局 生活衛生課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（７月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月東部生活衛生監視事務所外２件分）
6,142

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用DPD試薬外１点の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
13,824

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月東部生活衛生監視事務所外２件分）
8,267

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（７月分）
235,032

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（７月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（７月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
597,715

健康局 生活衛生課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 狂犬病予防事業用　平成２７年度全国動物管理関係事業所協議会近畿ブロック会会費の支出について
3,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月分）
70,479

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月分）
11,068

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２７年８月１９日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月分）
4,671

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月分）
6,606

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年７月分）
7,858

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
24,040

健康局 生活衛生課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
16,400

健康局 生活衛生課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
9,599

健康局 生活衛生課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用等犬用栄養補完食外3点の買入にかかる経費の支出について
50,760

健康局 生活衛生課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 動物愛護管理事業用等犬用栄養補完食外3点の買入にかかる経費の支出について
63,741

健康局 生活衛生課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用追録「食品衛生関係法規集」外１点の買入にかかる経費の支出について（６月納品分）
98,496

健康局 生活衛生課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 食品衛生事業用　食品安全モニター交通費の支出について（第２回分）
420

健康局 生活衛生課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用蒸留水製造装置カートリッジフィルター外１点の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
2,592

健康局 生活衛生課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等紙ワイパー外21点の買入にかかる経費の支出について
62,856

健康局 生活衛生課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２７年７月分）
19,734

健康局 生活衛生課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用羊血液寒天培地の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
6,825

健康局 生活衛生課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等紙ワイパー外21点の買入にかかる経費の支出について
134,308

健康局 生活衛生課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等紙ワイパー外21点の買入にかかる経費の支出について
75,492

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サルモネラ免疫血清O多価外10点の買入にかかる経費の支出について
13,709

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サルモネラ免疫血清O多価外10点の買入にかかる経費の支出について
25,682

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等サルモネラ免疫血清O多価外10点の買入にかかる経費の支出について
27,378

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ヘキサン外16点の買入にかかる経費の支出について
61,376
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健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等窒素ガスの買入にかかる経費の支出について
8,208

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等窒素ガスの買入にかかる経費の支出について
4,104

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ヘキサン外16点の買入にかかる経費の支出について
11,146

健康局 生活衛生課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター緑化部分維持管理業務委託料の支出について
248,400

健康局 生活衛生課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生監視事務所管理運営用　複写電送装置５台の長期借入及び同経費の支出について（平成２７年８月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧外１点」の買入にかかる経費の支出について
8,885

健康局 生活衛生課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用獣医衛生・動物愛護管理業務必携　追録の買入経費の支出について
22,939

健康局 生活衛生課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用追録「食品関係公正取引法規集」の買入にかかる経費の支出について（７月納品分）
4,708

健康局 生活衛生課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年9月実施分）
15,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年9月実施分）
6,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年9月実施分）
5,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（７月分）
30,990

健康局 生活衛生課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用0.2mol/l過マンガン酸カリウム溶液の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
1,036

健康局 生活衛生課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬事事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（８月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
13,122

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防等事業用流込ゴム印１号の買入にかかる経費の支出について（８月納品分）
918

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
9,888

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
3,942

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
6,882

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
13,057

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（７月分）
63,058

健康局 生活衛生課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー用データ読取器外２５点の買入にかかる経費の支出について
54,896

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー用データ読取器外２５点の買入にかかる経費の支出について
14,202

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー用データ読取器外２５点の買入にかかる経費の支出について
46,602

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カードロガー用データ読取器外２５点の買入にかかる経費の支出について
193,892

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集及び運搬業務委託料の支出について（８月分）
10,042

健康局 生活衛生課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 と畜検査事業用　平成２７年度全国食肉衛生検査所協議会に係る会費の支出について
47,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用液化炭酸ガスの買入にかかる経費の支出について
9,720

健康局 生活衛生課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用検査キット外２点の買入にかかる経費の支出について
19,386

健康局 生活衛生課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬・猫・その他動物屍体の収集・運搬、処分業務委託料の支出について（８月分）
91,562

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成27年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）に経費の支出について(8月分)
4,724

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用全国食品衛生行政担当者名簿の買入にかかる経費の支出について
12,150

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入にかかる経費の支出について（８月分）
183,600

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について
6,652

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　食品安全モニターにかかる報告用切手の購入にかかる経費の支出について（後期分）
10,414

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２７年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（８月分）
124,308

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成27年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）に経費の支出について(8月分)
6,048

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成27年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）に経費の支出について(8月分)
13,384

健康局 生活衛生課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成27年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）に経費の支出について(8月分)
13,384

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（８月分）
49,336

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　蒸留水の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
10,108

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用ディスポーザブルメンブレンフィルターユニット外７点の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
243,594

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用簡易検査用ＴＧＳＥ培地の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
19,224

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用簡易検査用ＸＭ－Ｇ培地の買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
19,224

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用プリンター外1点の買入にかかる経費の支出について
18,792

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　針なしシリンジの買入にかかる経費の支出について（８月発注分）
2,039

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 と畜検査事業用全国食肉衛生検査所協議会病理部会用写真の印刷にかかる経費の支出について
3,650
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健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 乳肉衛生事業用オートクレーブの修理及び同経費の支出について
30,240

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（８月分）
27,138

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（８月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（８月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 ビル衛生管理事業用風速計の買入にかかる経費の支出について
170,640

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２７年９月１０日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（８月分）
4,376

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用　小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所）の支出について（８月分）
6,537

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成２７年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の実施及び同経費の支出について（８月分）
10,350

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（８月分）
4,000

健康局 生活衛生課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
2,394,576

健康局 生活衛生課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　第３３回全国食肉衛生検査所協議会理化学部会総会及び研修会の出席及び同経費の支出について
38,220

健康局 生活衛生課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用天板強化ガラスの買入にかかる経費の支出について
39,960

健康局 生活衛生課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２７年８月分）
2,574

健康局 生活衛生課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（８月分）
71,550

健康局 こころの健康センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 「第１回コミュニティ強化と家族訓練（CRAFT）の応用可能性」の出席及び同所要経費の支出について
28,260

健康局 こころの健康センター 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修への参加及び同経費の支出について（参加費）
17,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 第9回自殺総合対策企画研修の受講及び同経費の支出について
53,600

健康局 こころの健康センター 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２７年７月分）
26,074

健康局 こころの健康センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　総福改ざん防止連票（Ａ４縦）外１点の印刷代金の支出について
135,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（８月分）の支出について
195,036

健康局 こころの健康センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（８月分）の支出について
7,240

健康局 こころの健康センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（７月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（８月分）
240,936

健康局 こころの健康センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成27年度精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
312,120

健康局 こころの健康センター 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（平成27年7月提供分）
409,053

健康局 こころの健康センター 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成27年度ギャンブル依存研修の受講にかかる経費の支出について
44,500

健康局 こころの健康センター 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度ギャンブル依存研修にかかる受講料の支出について
10,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月16日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 需用費　印刷製本費 保健衛生施設整備事業用　こころの健康センター所管施設「恵美須倉庫」売却に係る資料収集経費の支出について
200

健康局 こころの健康センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・９月審査分（概算））
2,160,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・９月審査分（概算））
113,543,455

健康局 こころの健康センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（８月審査分・国保）入院費の支出について
348,537

健康局 こころの健康センター 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・８月審査分（追給））
234,208

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神福祉事業用　平成２７年度第１回精神障がい者地域生活移行支援事業検討会議にかかる報償金の支出について
88,860

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,745,640

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,090

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（８月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,009

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（７月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
594

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
132,806

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（８月締分）
8,290

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・９月審査分（概算））
756,287,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・介護）医療費の支出について
99,001

健康局 こころの健康センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・９月審査分（概算））
13,485,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,670,816

健康局 こころの健康センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
79,872

健康局 こころの健康センター 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（８月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
576

健康局 こころの健康センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修への参加及び同経費の支出について（出張旅費）
37,160

健康局 こころの健康センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　全国自殺対策主管課長等会議（平成２７年度第１回）への出席及び同経費の支出について
29,240
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健康局 こころの健康センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（平成27年8月分）
37,530

健康局 こころの健康センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置（精神障がい者）にかかる交付金の支出について（概算額）
562,016,418

健康局 こころの健康センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）９月分の支出について
8,700

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
8,421

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
2,170

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
3,470

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
4,680

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
32,710

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（６月分）
480

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
8,898

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
1,064

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
4,533

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
283,392

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
82

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
15,882

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（８月分）
8,632

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・８月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第1回メンタルヘルス問題への初期対応指導者研修受講料の支出について
18,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（７月分）
102,432

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（保健衛生検査所　7月分）の支出について
26,130

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２７年度産経新聞購読料（第１四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（放射線技術検査所　7月分）の支出について
18,882

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（７月分）
30,018

健康局 保健所管理課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（７月分）
2,600

健康局 保健所管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（７月分）
42,140

健康局 保健所管理課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（７月分）
2,240

健康局 保健所管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
660

健康局 保健所管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
28,002

健康局 保健所管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾病用母子保健医療費公費負担システム用ソフトウェアに係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年4月～6月分）
301,320

健康局 保健所管理課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付：平成27年7月分）の支出について
24,156

健康局 保健所管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度転地療養事業等に係る医師・看護師の報償金の支出について
662,930

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所7月分）
4,987

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所7月分）
7,318

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所7月分）
84,035

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　9月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　9月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療用補装具費の支出について（2706号）
45,858

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度転地療養事業に係る講師料の支出について（平成27年6月分）
31,400

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度ぜん息児水泳教室にかかる報償金の支出について（平成２７年７月分）
74,670

健康局 保健所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 ぜん息教室（こどもの食物アレルギーとぜん息）に係る報償金及び講師料の支出について（平成27年7月31日分）
38,850

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
640

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
2,592

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
320

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
860

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
1,680

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
432

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
1,112

健康局 保健所管理課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年7月分）
2,120
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健康局 保健所管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成27年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（8月22日開催分）
22,340

健康局 保健所管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度転地療養事業等の実施に係る宿舎使用料の支出について（平成27年6月17日～19日、23日～26日分）
1,693,340

健康局 保健所管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯外７点買入経費の支出について
52,347

健康局 保健所管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「自立支援医療（育成医療）支給認定申請書」外15点の印刷にかかる経費の支出について
14,282

健康局 保健所管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「自立支援医療（育成医療）支給認定申請書」外15点の印刷にかかる経費の支出について
49,834

健康局 保健所管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「自立支援医療（育成医療）支給認定申請書」外15点の印刷にかかる経費の支出について
51,880

健康局 保健所管理課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 「自立支援医療（育成医療）支給認定申請書」外15点の印刷にかかる経費の支出について
22,399

健康局 保健所管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度第２回呼吸器講演会にかかる報償金の支出について
15,960

健康局 保健所管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（９月分）
2,077,530

健康局 保健所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２７年度読売新聞購読料（第1四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「先天性代謝異常等検査申込書兼同意書」外２点の印刷にかかる経費の支出について
148,824

健康局 保健所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「先天性代謝異常等検査申込書兼同意書」外２点の印刷にかかる経費の支出について
48,600

健康局 保健所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 「先天性代謝異常等検査申込書兼同意書」外２点の印刷にかかる経費の支出について
17,010

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　リサイクルトナーカートリッジ外４点買入経費の支出について
49,086

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年9月分）（7月診療分確定払い）
2,524,590

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年9月分）（7月診療分　確定払い）
805,135

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成27年8月診療分　国保連）（9月審査分　概算払い）
11,202,485

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（6月30日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（6月30日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年９月支払分：国保）
145,543

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）８月３日分
4,860

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年7月診療分　社保基金）
10,305

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年8月審査分　社保基金）
139,665

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年6月診療・平成27年8月作成分）
80

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年8月作成分）
6,570

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年8月作成分）
90

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年8月審査分　社保基金）
754

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年7月診療分　社保基金）
7,801

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年6月診療・平成27年8月作成分）
840

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成27年7月診療分　社保基金）（8月審査分　確定払い）
137,371

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年9月分 社保基金）（8月診療分 概算払い）
34,346,668

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年8月分　社保基金）（追給分）
14,102,332

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年9月分 社保基金）（8月診療分 概算払い）
6,006,847

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年8月社保基金）（追給分）
1,296,153

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成27年8月診療分　社保基金）（9月審査分　概算払い）
39,017,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用8月分）の支出について
610

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用8月分）の支出について
2,460

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について　（平成２７年９月支払分：社保）
1,900

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について　（平成２７年９月支払分：社保）
46,977

健康局 保健所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年９月支払分：社保）
1,442,446

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（8月分）の支出について
239,695

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース用）市内出張交通費(８月分）の支出について
1,280

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成27年8月審査分）
2,496

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年8月審査分　国保連）
63,360

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成27年8月審査分）
2,880

健康局 保健所管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について　（平成２７年９月支払分：国保）
6,320

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(８月分)の支出について
83,720

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成27年８月分）
21,011
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健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成27年８月分）
840

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成27年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（9月5日開催分）
20,920

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　４月分の支出について
1,960

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　４月分の支出について
4,180

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　４月分の支出について
4,020

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成２７年度親と子の健康回復教室及びぜん息児童の健康回復セミナー並びにぜん息教室に係る傷害保険料等の支出について
7,341

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成２７年度親と子の健康回復教室及びぜん息児童の健康回復セミナー並びにぜん息教室に係る傷害保険料等の支出について
7,639

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度親と子の健康回復教室事業及びぜん息児童の健康回復セミナー事業に係る施設使用料の支出について
37,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度親と子の健康回復教室事業及びぜん息児童の健康回復セミナー事業に係る施設使用料の支出について
17,600

健康局 保健所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用修了証の印刷経費の支出について
9,072

健康局 保健所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害認定患者へのインフルエンザ予防接種自己負担金助成事業用及び転地療養事業用案内送付用封筒外1点買入に係る経費の支出について
98,668

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（８月分）
21,192

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車バッテリー取替にかかる経費の支出について（ステップワゴン）
13,122

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年8月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費
インフルエンザ予防接種自己負担金助成事業、公害療養相談会、ぜん息相談事業用自己負担費用助成事業実施のお知らせ【市内居住者用】外６点印刷にかかる経費の支出
について 38,512

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費
インフルエンザ予防接種自己負担金助成事業、公害療養相談会、ぜん息相談事業用自己負担費用助成事業実施のお知らせ【市内居住者用】外６点印刷にかかる経費の支出
について 13,608

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　印刷製本費
インフルエンザ予防接種自己負担金助成事業、公害療養相談会、ぜん息相談事業用自己負担費用助成事業実施のお知らせ【市内居住者用】外６点印刷にかかる経費の支出
について 25,294

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（９月分）
193,900

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（９月分）
1,640,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（９月分）
601,600

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（９月分）
1,253,190

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（９月分）
11,687,400

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年１０月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成27年09月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年１０月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所市内出張交通費の支出について（８月分）
79,871

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（８月分）
45,334

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
4,614

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（8月分）の支出について
334,508

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度地区組織活動育成事業用　健康づくり地区組織活動研修会講師報償金の支出について（９月３日実施分）
17,760

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
240

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
2,982

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
1,472

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２７年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について(８月分)
570,240

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
175,831

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
22,005

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
328

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
1,253

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
10,225

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
3,116

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
54,487

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年9月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年9月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年8月分）
2,591,433

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（８月分）
14,890

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
2,170

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（８月分）
228,844

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（８月分）
6,111

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（８月分）
4,704



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年８月分）
574

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　９月支払分（その１）
79,053,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（９月支払決定分）その１
231,756,687

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（９月支払決定分）その２
11,186,819

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　９月支払分（その２）
117,500

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年９月支払分）
5,490

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　使用料 保健所一般業務用公用車駐車場借上料の支出について（１０月～３月分）
1,176,000

健康局 保健所管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
1,485,364

健康局 保健医療対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 ２０１５年社会保障・人口問題基本調査「第１５回出生動向基本調査」用非常勤嘱託職員の報酬の支出について
784,320

健康局 保健医療対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成27年度保健衛生統計講習会の実施並びに講師の雇上げにかかる経費の支出について（8月3日、5日、12日開催分）
91,040

健康局 保健医療対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 ２０１５年社会保障・人口問題基本調査「第１５回出生動向基本調査」用非常勤嘱託職員に係る交通費の支出について
66,920

健康局 保健医療対策課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用　市内出張旅費の支出について（７月分）
5,760

健康局 保健医療対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成27年８月分市内出張交通費の支出について
4,420

健康局 保健医療対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
346,915

健康局 保健医療対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(8月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
61,220

健康局 保健医療対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(8月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,920

健康局 保健医療対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成27年８月分）
65,284

健康局 保健医療対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用　市内出張旅費の支出について（８月分）
5,580

健康局 保健医療対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
5,510

健康局 保健医療対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成27年8月分)
3,240

健康局 保健医療対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成27年8月分)
465

健康局 保健医療対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成27年８月分）
1,013

健康局 感染症対策課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成２７年度結核研究所研修「保健師・対策推進コース」への職員の派遣及び同経費の支出について
33,840

健康局 感染症対策課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№３）
3,710

健康局 感染症対策課 平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（７月分）
23,133

健康局 感染症対策課 平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№９５）
60,419

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
9,922

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
22,390

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
24,056

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
10,180

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務の実施及び同経費の支出について（2回目）
10,920

健康局 感染症対策課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用の支出について（医療機関支払分）
6,200

健康局 感染症対策課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.295）
5,118

健康局 感染症対策課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1027）
7,677

健康局 感染症対策課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№８８）
54,530

健康局 感染症対策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（７月分）
1,484,861

健康局 感染症対策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（７月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成27年09月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№２３～２４）
37,912

健康局 感染症対策課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ５００も６９２２自動車定期整備（継続検査）追加整備にかかる経費の支出について
66,787

健康局 感染症対策課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 予防接種後健康状況調査に係る郵便切手の買入経費の支出について（1回目）
68,880

健康局 感染症対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.600）
6,824

健康局 感染症対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1239）
11,942

健康局 感染症対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1223）
14,501

健康局 感染症対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.599）
10,236

健康局 感染症対策課 平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（8月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（８月分）
292,554
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健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２７年８月分）
41,260

健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（８月分）
9,720

健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 性感染症対策事業用　クラミジア検査業務委託（概算契約）の実施に係る所要経費の支出について（7月分）
356,043

健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（８月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（８月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1095）
8,530

健康局 感染症対策課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２７年７月分）
360

健康局 感染症対策課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２７年７月分）
49,194

健康局 感染症対策課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症予防（三類消毒）事業用　医薬材料（塩化ベンザルニコウム液）買入経費の支出について
14,688

健康局 感染症対策課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症予防（三類接触者）事業用　医薬材料（検便容器）買入経費の支出について
4,104

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症発生動向調査事業用　複写電送装置用インクカートリッジ代金の支出について
31,860

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（９月概算分）後期高齢
136,685

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（９月概算分）国保一般
713,831

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（９月概算分）後期高齢
1,118,087

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（９月概算分）国保一般
3,378,441

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成27年度予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（８月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年８月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第３回大阪市エイズ対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
65,012

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第３回大阪市エイズ対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
3,160

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 接触者健診依頼書外３点の印刷及び同経費の支出について（再起案）
22,075

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 接触者健診依頼書外３点の印刷及び同経費の支出について（再起案）
31,752

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 接触者健診依頼書外３点の印刷及び同経費の支出について（再起案）
25,596

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 接触者健診依頼書外３点の印刷及び同経費の支出について（再起案）
23,738

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 ＤＯＴＳ事業用服薬手帳の印刷にかかる経費の支出について
111,672

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）８月３日、８月１０日分
4,750

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）8/5,8/20,8/21分
1,950

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.489）
16,207

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（８月分）
6,393

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（７月分）
21,231

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（８月分）
41,373

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.198）
13,648

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1108）
13,648

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（７月分）
42,000

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（７月分）
312,005

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ 測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（８月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№８６）
28,717

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№７９）
33,154

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（９月概算分）
26,874,067

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（９月概算分）
2,866,933

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）８月３日、８月１０日分
2,160

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について(8月分)
5,578,686

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）8/5,8/20,8/21分
12

健康局 感染症対策課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い７月分）の支出について
804,488

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ８００す５１９１自動車定期整備（継続検査）の実施及び同経費の支出について
39,960

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（８月分）国保一般
4,032

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（８月分）後期高齢
2,208

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（８月分）国保一般
22,176

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（８月分）後期高齢
24,960
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健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２７年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（８月分）
2,700

健康局 感染症対策課 平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№５０）
19,924

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「喀痰溶解剤」の購入にかかる経費の支出について
10,562

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「２％小川培地」の購入にかかる経費の支出について
9,558

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「１％小川培地」の購入にかかる経費の支出について
9,558

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＣＣ－Ｅ”ニチビー”外２点」の購入にかかる経費の支出について
19,029

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.130）
13,648

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.963）
16,207

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（７月分）
6,850

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（７月分）
2,880

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（７月分）
720

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（７月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（７月分）
356,559,340

健康局 感染症対策課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託（単価契約）長期継続にかかる契約金額の支出について（８月分）
1,072,888

健康局 感染症対策課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
6,152

健康局 感染症対策課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
19,415

健康局 感染症対策課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業用　医療費・医療手当の支出について（8月分）
478,910

健康局 感染症対策課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２７年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（３回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
16,460

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
8,776

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
13,060

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
25,740

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（７月分）
9,820

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成２７年度結核研究所研修「保健師・対策推進コース」への職員派遣にかかる経費の支出について（組戻分）
33,840

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 平成２７年度結核研究所研修「保健師・対策推進コース」の受講にかかる資料代の支出について
21,600

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（８月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（８月分）
15,409

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（８月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
4,117

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）旭町郵便局分
1,800

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
8,836

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
2,626

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
9,449

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（８月分）
3,932

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（８月分）
11,100

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
3,426

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
1,138

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
902

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
500

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（８月分）
32,340

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（８月分）
798,391

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（８月分）
76,944

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（８月分）
111,706

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（８月分）
437,833

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成27年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（8月分）
99,878

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№９７）
24,845

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№４７）
9,599



平成27年度（平成27年09月）　公金支出情報

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

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
222,679

健康局 感染症対策課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（８月分）阿倍野支店分
82

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（9月7日分）
110,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油に係る支出について（７月分）
37,041

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
18,822

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（9月28日分）
30,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（８月分）
533,830

健康局 環境衛生監視課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生７月分）
5,590

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（７月分）
24,685

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（７月分）
8,921

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）８月分の支出について
242

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）８月分の支出について
12,280

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）８月分の支出について
410

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（６月分）
53,810

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（７月分）
51,680

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（５月分）
47,972

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 環境衛生営業指導事業用　理容・美容講習会用案内はがきの購入経費の支出について
121,004

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２７年度７月分）
16,040

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２７年度７月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
13,771

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 環境衛生営業指導事業用はがきの購入にかかる経費の支出について（西部生活衛生監視事務所所管　平成27年度理容・美容講習会開催案内用）
88,400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用はがきの購入にかかる経費の支出について（西部生活衛生監視事務所所管　平成27年度ふぐ講習会開催通知用）
29,120

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)８月分の支出について
2,490

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)８月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２７年度８月分）
10,540

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度８月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
8,611

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（４月：再支出分）
180

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（５月分）
65,284

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ３００　は　７６３１）の車検にかかる追加経費の支出について
116,661

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（７月分）
24,461

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月03日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（７月分）
14,983

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所講習会用はがき追加購入にかかる経費の支出について（理・美容所）
97,708

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（８月分）
1,950

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（８月分）
1,110

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ41た8101）の修理の実施及び同経費の支出について
35,240

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（６月分）
81,008

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（７月分）
4,948

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（８月分）
400

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（８月分）
540

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月24日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
33,842

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所の駐車場借上料金の支出について（１０月～３月分）
441,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用営業許可更新案内等にかかる南東部生活衛生監視事務所のはがき購入経費の支出について（１１月、１２月、１月分）
18,148

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（７月分）
11,415

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月04日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（７月分）
3,498

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月04日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（７月分）
1,632

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月11日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各監視事務所そ族昆虫防除事業用品（虫よけスプレー 10本）の買入にかかる経費の支出について
8,640

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金８月分の支出について
392

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金８月分の支出について
690

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金８月分の支出について
432
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがきの購入にともなう経費の支出について（「更新講習会案内用第２四半期分」）
15,600

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがき購入にともなう経費の支出について（「ふぐ講習会用はがき」）
18,252

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用郵便はがきの購入にともなう経費の支出について（「理美容講習会案内送付用はがき」）
52,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 検査研究用　第２６回廃棄物資源循環学会の出張にかかる旅費の支出について
36,980

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　防じんマスク　他２点買入にかかる経費の支出について
91,653

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用オイルミストフィルタ外７点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
267,840

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 管理用　第52回下水道研究発表会の出席にかかる参加費の支出について
10,300

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 検査研究用　第５２回全国衛生化学技術協議会出席に係る参加費の支出について
8,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｌ－アスコルビン酸外６点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
35,056

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２．０ｍｌ滅菌凍結保存チューブ外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
124,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月10日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 検査研究用　日本分析化学会第６４年会の出張にかかる旅費の支出について
28,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月14日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 検査研究用　第56回大気環境学会年会の出張にかかる旅費の支出について
28,500

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（８月繰り戻し手続き分）の支出について
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（８月繰り戻し手続き分）の支出について
20,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について　　　（8月分）
475,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置一式長期借入（再リース）その２にかかる経費の支出について（8月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁舎情報利用パソコン等機器（環境科学研究所）一式　長期継続にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
44,086

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について　　　(8月分)
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（8月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　低分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置一式長期借入（再リース）その２にかかる経費の支出について（8月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ発光横方向ウインドウ　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
2,570

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴａｑＭａｎＦａｓｔＶｉｒｕｓ１外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
195,555

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　被服費 研究検査用　実験衣（女性用・混紡）外１点の追加買入について
9,126

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託（その３）長期継続にかかる費用の支出について　　　（8月分）
569,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（8月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料の経費支出について(7月分)
9,190

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ディスポーザブルフィルター外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
473,612

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２－ブタノン外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
2,376

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　滅菌スクリューキャップマイクロチューブ　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
46,980

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　エタノール９９．５％外１０点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
153,192

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について（単価契約７月分）
24,570

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（８月分）
1,230

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（８月分）
7,490

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（８月分）
11,420

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（８月分）
7,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（８月分）
2,230

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　au one net接続にかかる経費の支出について(８月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　特別旅費 検査研究用　平成２７年度院内感染に関連する薬剤耐性菌の検査に関する研修に係る旅費の支出について
44,740

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　超高純度空気ガス外９点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
91,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　キャピラリーカラム外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
210,664

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯手数料に係る経費の支出について（単価契約８月分）
1,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯手数料に係る経費の支出について（単価契約８月分）
777

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯手数料に係る経費の支出について（単価契約８月分）
389

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯手数料に係る経費の支出について（単価契約８月分）
1,166

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について(８月分)
10,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＰＣバイアルキャップセプタム外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
104,544

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　超高純度ヘリウムガス　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
27,000
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リアルタイムＰＣＲ用プローブ　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
56,862

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ライフジャケット　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
193,104

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体アルゴン外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
121,716

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　メスシリンダー外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
62,640

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＴＦＥチューブ外１２件　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
307,540

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　Bフレッツ回線にかかる経費の支出について(８月分)
5,367

人事室 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（７月分）
102,701

人事室 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター７月分）
10,260

人事室 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,708

人事室 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,494

人事室 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,886

人事室 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,840

人事室 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（８月分）
2,455

人事室 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
142,449

人事室 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（８月分）
27,038

人事室 人事課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験受験手数料の支出について（１０月受験分）
265,200

人事室 人事課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 人事事務用　審査請求にかかる着手金について
216,000

人事室 人事課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（７月分）
1,459

人事室 人事課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成27年4月～6月実施分）
3,635,992

人事室 人事課 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員放射線被曝線量測定業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について(平成27年7月分)
42,227

人事室 人事課 平成27年09月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　特別旅費 職員衛生管理用　平成27年度第25回産業医・産業看護全国協議会への参加に係る管外出張の実施並びに同旅費の支出について
37,400

人事室 人事課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　衛生推進者養成講習会の受講にかかる所要経費の支出について
23,000

人事室 人事課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　衛生推進者養成講習会の受講にかかる所要経費の支出について
125,396

人事室 人事課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年8月開催分）
72,399

人事室 人事課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
21,446

人事室 人事課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　全国人事担当課長・市町村担当課長会議にかかる管外出張経費の支出について
29,960

人事室 人事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（8月分）
9,750

人事室 人事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託における同経費の支出について（8月分）
15,120

人事室 人事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
55,706

人事室 人事課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（9月分）
233,673

人事室 人事課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験にかかる出張旅費の支出について（建設局　下水道事業会計分）
2,640

人事室 人事課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
6,658

人事室 人事課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成27年9月請求分）
2,702

人事室 人事課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成27年7月実施分）
531,036

人事室 給与課 平成27年09月04日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事院勧告に係る説明会の参加に係る管外出張旅費の支出について
29,480

人事室 給与課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議事前調整に係る管外出張旅費の支出について
4,500

人事室 給与課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成27年８月分）
9,722

人事室 給与課 平成27年09月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職相当職種民間給与調査の結果の検証に向けた事前調整に係る管外出張旅費の支出について
18,840

人事室 管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 総務事務管理業務用　不当労働行為救済申立事件に係る郵送料及び手数料の支出について
559

人事室 管理課 平成27年09月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 総務事務管理業務用　不当労働行為救済申立事件に係る郵送料及び手数料の支出について
558

人事室 管理課 平成27年09月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（９月７日支払分）
515,000

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（８月分）
32,007

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ長期借入経費の支出について（８月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（８月分）
871,452

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（８月分）
23,544

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（８月分）
23,652

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
114,576

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システム端末機器等借入（継続）にかかる経費の支出について（８月分）
956,016
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人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（８月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長にかかる経費の支出について（８月分）
137,894

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 備品購入費　図書購入費 総務事務管理業務用公務員の退職手当法詳解（第６次改訂版）購入経費の支出について
8,640

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年９月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
582,351

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年９月払　退職手当の支出について（１０１）
34,076,007

人事室 管理課 平成27年09月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（８月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,717,682

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
11,256,534

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
488,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,909,815

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
543,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
226,477

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
42,020

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
369,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,556

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成２７年９月　給与の支給について
4,088,602

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
42,332,968

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
15,824,863

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
41,550,949

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
18,118,499

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
16,297,204

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
12,999,724

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
36,403,437

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
656,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,369,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
489,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
795,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,436,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,431,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
339,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,854,986

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,204,705

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,148,086

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,763,741

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,664,595

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,705,790

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,017,787

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
247,333

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,000
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
44,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,541,850

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,319,887

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,473,787

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
637,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
469,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,315,150

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
684,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,074,324

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,098,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,504,189

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
29,448

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
899,397

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,499,526

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
487,217

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
154,660

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
818,005

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
751,453

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
116,150

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
40,020

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
258,870

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
371,330

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
224,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
381,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
798,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,026,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
198,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
417,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
671,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
648,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
641

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
679,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
164,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,856,772

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（８月分）
21,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,134,088

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,252

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
595,181

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
459,513

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,477

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,696

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,140

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,868,176

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,090
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,731

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,215,835

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
741,171

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
219,916

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,094

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,636

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,140

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,113

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,236

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,478

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,001

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
65,415,182

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,978,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,880,869

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,711,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,517,195

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
781,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
807,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
582,193

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,171,414

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,740

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
378

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,869,197

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
274,820

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
247,057

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
43,116,122

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
34,783,441

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
38,816,349

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
44,142,991

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
61,395,278

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
45,894,115

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
40,486,075

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
43,677,747

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
49,086,032

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
36,860,910

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
42,357,001

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
73,364,487

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
56,861,848

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
66,638,973

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
47,045,564

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
37,132,490

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
54,154,307

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
43,182,229

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
42,956,109

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
66,516,726

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
63,535,542

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
85,774,316
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
120,999,104

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
43,443,819

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,229,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,105,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,353,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,035,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,532,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,256,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,635,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,242,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,861,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,510,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,451,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,241,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,069,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
952,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,620,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,544,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,456,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,248,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,637,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,276,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,039,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,311,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,222,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,131,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,267,063

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,680,321

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,128,766

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,836,653

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,858,058

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,436,063

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,524,569

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,710,033

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,932,906

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,003,563

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,005,230

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,036,911

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,281,534

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,709,275

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,547,523

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,024,095

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,017,923

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,027,859

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,974,129

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,736,363

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,152,475

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,729,477
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,694,016

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,330,548

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
76,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
544,350

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
612,750

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
914,850

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
751,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,047,850

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,257,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
835,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
706,664

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
840,750

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,907,825

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,328,426

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,550,444

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,111,792

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,402,707

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,073,876

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,937,144

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,155,366

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,954,323

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,055,090

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
100,273

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,134,846

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,886,686

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,014,699

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,788,775

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,393,490

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,274,419

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,668,799

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,041,526

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,758,601

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,311,412
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,304,496

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,931,861

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,913,948

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,228,905

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
460,272

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
415,274

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
765,894

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
746,089

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
350,330

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
374,249

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
313,866

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
617,653

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
481,871

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
283,209

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
559,163

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
983,965

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
351,893

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
774,997

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
384,260

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,841,083

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
891,944

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
344,076

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,013,882

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,225,229

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
632,389

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
212,804

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
465,541

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
720

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,660

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,020

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,660

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,820

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,840

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,180

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
480
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,720

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
630

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,663,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
538,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
773,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
461,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
659,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
596,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
934,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
852,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,051,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,052,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
565,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
749,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
727,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,011,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,312,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
870,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
842,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,730,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,350,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,206,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,544,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,149,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,302,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
807,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
67,832

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,863

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
17,851

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,037,055

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,481,242

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,443,843

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
796,905

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,230

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
77,529

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,160,301

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,001,430
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,645,112

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,762,836

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,986,846

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,214,798

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,104

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,598

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,152,493

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,404,219

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,552,989

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,625

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,052

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,026

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,428,997

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
972,910

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
959,689

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,960,203

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,189

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,562

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
450,536

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,389,895

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
489,581

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,226,746

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,695,459

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
402,406

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
223,086

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,729,476

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
988,729

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
840,353

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,002,958

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,530,511

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,110

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,791,194

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,018,875

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,463,816

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
417,474

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,017,822

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,540

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,509

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,344

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,770,305

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,345

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,274

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,274

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,660

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
131,105

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,690

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,169
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
88,822

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
147,825

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
90,740

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,992

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,247

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,798

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,181

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
112,629

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
139,750

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,970

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,680

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,857

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
98,123

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,014

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,342

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,181

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,192

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,504

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,889

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,880

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,126

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,851

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
52,784

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,727

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
139,340

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,436

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,144

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,869

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,842

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,485

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,421

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,545

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,145

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,061

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
67,696

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,359

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,454

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,072

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
54,429

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,836

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,308

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,881

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,145

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
107,384

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,005

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,436

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
88,568
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
105,942

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
99,436

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,343

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,363

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
109,866

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,638

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,830

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
780

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,350

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,140

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
37,381,982

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,353,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,194,077

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,216,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
647,889

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
542,382

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
685,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,216,189

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,402

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
297,074,395

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
381,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
939,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,789,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
141,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
47,795,825

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,585

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,877,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,721,054

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,358

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
16,082

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,945

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,244

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
35,271

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,090

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,272

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
47,808

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,841

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,838

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
47,058

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,090

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,859

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,144

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,217

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
18,714

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,962

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,403,666

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,180

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,307,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,224,774
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,549,976

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
219,611

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
278,237

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,571

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,147,767

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,839,023

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,641,859

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,801,229

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,545,914

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,420,920

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
611,527

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,247

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
205,410

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
403,044

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,909

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
73,742

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,616

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
91,995

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,032

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,067,862

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
66,873,224

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,358,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,131,066

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,447,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,183,949

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
382,528

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,503,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,538

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,114

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,976

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,018

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
630,798

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
276,492

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,413,053

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,053,584

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
101,784

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
805,115

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
548,542

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,053,613

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
608,035

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
664,085

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,688,991

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
512,135

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
836,539

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,732,926

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
785,673

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
970,579
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,415,241

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
523,279

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
267,154

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
970,934

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
911,772

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
174,871

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
686,788

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
286,603

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
727,146

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,050,382

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
785,261

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,345,074

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
164,365

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,027,926

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,460

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
403,366

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成２７年９月　給与の支給について
770,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
77,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
373,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
22,522,416

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
704,342

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,781,734

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
992,342

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,001,073

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
370,910

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
292,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
179,577

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,409

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
198,034

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,555,638

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,071,887

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,441,142

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
763,701

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,330,547

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
971,094

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,720,407

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
37,069,954

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
137,830,982

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,016,763

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,589,065

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
637,527

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
554,758

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
851,326

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,133,009

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
647,713

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,764,867

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,306,162

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,203,864
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,293,027

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,505,467

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,596,369

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,961,791

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,512,669

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,617,208

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,127,636

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
65,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
59,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
26,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,054,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
47,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,579,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
80,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
225,720

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
194,327

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,947,293

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
293,715

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
157,440

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
211,271

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
167,250

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
226,470

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
122,775

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
99,049

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,707

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
22,657,668

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
97,005

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
132,270

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
250,365

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
259,080

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
321,165

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
233,115
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
348,585

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
207,465

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
242,388

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
286,365

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
260,610

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
164,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
264,210

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
262,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
652,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,729,971

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,064,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,766,339

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
591,018

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
255,820

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
46,220

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,195,858

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,978,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
579,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,178,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
483,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
78,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,779,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
44,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
79,286
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
631,010

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
125,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,460

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,970

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,247,963

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
479,324

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,554

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
206,423

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
959,948

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,692,509

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,326

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
214,758

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,913

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,046

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,199

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,644

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
480

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
222,025

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
125,618

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,359

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
423,153

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,748

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
790

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,608,079

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
297,739

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,130

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,223

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,114

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
620

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,862,543

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
100,482,306

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,283,818

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,720

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,393

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,130

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,792,971

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
989,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,558

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,460

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,245,610

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,037,245

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,775

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
202,996,060

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,734,900
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
33,330,926

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
320,375

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,358,350

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,749,270

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,404,639

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,475,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
92,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,129,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
51,930

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,651,266

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,557

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
305,909

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,052

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
311,241

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,941

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
666,499

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,598

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,675

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,915,297

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,020

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
98,202

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,688

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,313,747

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,560

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,536

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,165,522

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,480

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,290

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,914

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
637,943

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,356

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,056,288

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
45,489

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
175,428,352

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
154,340,092

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
167,140,928

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,351,061

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,424,233

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,560,349

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,726,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,273,529

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,962,887

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
847,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,590,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,323,197
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
168,737

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,958,115

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,607,535

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,825,531

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,075,042

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,134,425

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
390,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,291,747

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,151,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,106,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
103,637

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
483,126

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年９月払　公務災害等休業補償費の支給について（こども青少年局）
75,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,963,301

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,792

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
412,185

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,024

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
265,557

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,959

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,378

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,817

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,040

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,340

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,094,886

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,528,182

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,382,667

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,851,842

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,201,442

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
168,102

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
220,883

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
64,818

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
143,030

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
127,270

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,370

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
360,571

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,370,126

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,178,509

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,070

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,460

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,691,871

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,805,149

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,779

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
153,810

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,250
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,320,004

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
310,440

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
428,747

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
51,577,175

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,314,049

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,574

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,017,614

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,879,580

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,220

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,040

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,180

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,033,616

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,929

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
665,653

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
83,946

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
662,763,587

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
35,366,528

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
107,109,738

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,563,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
15,065,627

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,130,591

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,293,590

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,008,760

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
313,672

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,930

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,590

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,760

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,811,616

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
279,540

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,290

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
110,109,576

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,605,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
18,469,446

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,239,060

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,118,083

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,022,024

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,886,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,374,443

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
384,673

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,403

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,694

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,139

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,360

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,230
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
647,843

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,393

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
554,052

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,069

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
49,340,406

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
113,705,022

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
311,738,103

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,763,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
17,092,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,306,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
50,822,297

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
18,653,261

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,121,148

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,305,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
930,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,976,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,034,432

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
9,059,005

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,401,293

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,765,979

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,122,075

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
321,781

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
191,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
62,330

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,374,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
753,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,674,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
451,683

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年９月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
177,216

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
825,453

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
923,279

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
577,305

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
746,718

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,840

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
19,350

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
29,738

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,960

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
437,213

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,180

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
81,266,278

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,680,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,443,896

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,117,550
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,373,855

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,008,730

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
720

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,256,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
342,027

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
72,875,256

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,578,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,978,932

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,929,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,488,401

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
587,270

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,578,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,967

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,219

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,490,450

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,856

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
616,170

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,880

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,027,340,913

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
50,875,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
168,601,449

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
10,924,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
147,472,873

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,114,605

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,202,710

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,163,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
830,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,082

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
18,066,136

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年９月　給与の支給について
790,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年９月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
3,234

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
562,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,769,807

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,659

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
131,501

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,137,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
315,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
940,294

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
185,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
211,450,976

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,321,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,574,285

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,957,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,999,217

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,856,628
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年９月　給与の支給について
162,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,391,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年９月　給与の支給について
55,363

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
906,381

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
80,890

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,395,938

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,634,559

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
807,908

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,168,407

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
702,864

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,695,975

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
243,735

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,672

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
27,761

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,280

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
45,159

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,583

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
220,804

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
66,277,071

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,696

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,927

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
308,798

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
663,030

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,824,676

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,184

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
303,671

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,526,230

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
199,032

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,674

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,113,463

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,641

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,798

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,520

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
539,488

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
25,398

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,540

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,541,816

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,258,995

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
273,488

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
211,626

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
427,322

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,726

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
224,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,900
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,018,483

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
658,893

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,807,426

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
303,834

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
405,791

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,534,601

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
488,414

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,010

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
289,130

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,278

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
400,280

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,085,278

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,537

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,895

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,379,323

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,160

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,052,163

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
155,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,760

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,882

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
154,775

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,723

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,260

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
26,926,658

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
14,370,451

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,562,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
394,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,300,970

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,445,929

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
310,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
265,164

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,468,983

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
75,535

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
242,258

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
314,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
358,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
7,834,763

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
241,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,292,910

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,675,321

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
226,800
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
344,468

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,010,133

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
42,412,095

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,899,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,961,590

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
760,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
585,431

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
306,554

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
767,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,998

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,166,413

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
187,429

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,427

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
381,061

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,512

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,839

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,512

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,162,591

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,331,012

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
175,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
538,739

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
345,705

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
596,260

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
43,830

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
90,183

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
104,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,992

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,485

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,573

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
204,142

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,040

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,280

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,670

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
318,825

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,212,143

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
41,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
345,480

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
52,140

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
163,708
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,669

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
717,287

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
34,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
115,650

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
78,355

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
162,810

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,410

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
202,332

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
282,269

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,166,867

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,077,948

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
946,755

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
147,780

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
174,525

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
230,838

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,207

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
26,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,219

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
167,610

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,010

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,890

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,600,057

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
251,925

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,997

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,162

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
272,903

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
41,985

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,310

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
89,467

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
726,554

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
51,702,289

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,752,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,343,308

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,830,877

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,344,310

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,115,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,016
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人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,562

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,891,065

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
274,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
640,124

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
87,664

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
76,950

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
120,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
39,990,267

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,482,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,495,593

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
564,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,261,777

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
827,808

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
813,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
401,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
8,237,148

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
321,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,377,218

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
316,350

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
204,552

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,430

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
236,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
647,101

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
100,110

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
42,484

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,714

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,012

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
16,199,826

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
347,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,658,703

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
558,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,212,706

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
132,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
289,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,606

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
182,310

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,514,514

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,551

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,354

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,764

人事室 管理課 平成27年09月17日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,680

人事室 管理課 平成27年09月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,186

人事室 管理課 平成27年09月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,882

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,255,012

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
215,900
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人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
703,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
79,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
676,579

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
100,230

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
145,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
809,409

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,976,351

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,873,915

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,124,829

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,131,792

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,346,567

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,303,746

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,267,191

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,142,183

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,632,655

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,200,313

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,415,446

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,990,985

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
7,233,487

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
6,258,002

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,842,145

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,852,283

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,564,926

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,253,671

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,598,030

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
5,297,089

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
5,114,894

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
5,023,614

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,768,853

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
13,564,235

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
6,062,846

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
65,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
159,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
85,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
127,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
93,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
94,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
101,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
146,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
93,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
147,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
394,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
175,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
133,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
178,400
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人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
60,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
81,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
127,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
188,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
113,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
107,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
104,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
165,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
794,990

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,176,576

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
611,887

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
538,405

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
648,304

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
491,854

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
989,174

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
482,065

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
521,369

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
516,670

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
497,008

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
473,685

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
513,795

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
834,648

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
524,756

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
453,540

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
784,676

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
594,403

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
551,003

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
510,785

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
722,178

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
953,716

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
810,145

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,133,953

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
751,822

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
153,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
426,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
45,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
204,050

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
41,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
93,205

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
68,702

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
15,636

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,935

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
55,908

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
55,672
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人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
136,274

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
6,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,472

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,699

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
65,990

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,754

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
93,780

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,470

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,236

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
65,448

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
105,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
138,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
116,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
105,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
267,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
98,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
55,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
408,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,117,472

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,830,062

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,358

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,275,930

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,176,579

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
470,855

人事室 管理課 平成27年09月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,290

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
25,175,482

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,369,285

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,109,066

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
236,550

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
112,035

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
587,328

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,056,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
830,038
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人事室 管理課 平成27年09月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年９月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
368,542

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
862,817

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
542,355

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
918,210

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
613,719

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
737,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,083,805

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
661,560

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
611,385

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,245,134

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
358,787

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
630,926

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
635,483

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
864,072

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
834,571

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,124,921

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
832,955

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
618,302

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
610,071

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
367,293

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
818,236

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
854,332

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
371,139

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
918,594

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,153,795

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,178,192

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
52,200

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
83,715

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
189,195

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,690

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,690

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
129,210

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
133,043
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人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
197,910

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
150,082

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
147,042

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
103,140

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
98,580

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
137,910

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
180,411

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
110,625

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
128,996

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
168,315

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
96,213

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
92,580

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
101,235

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
103,485

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
94,410

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,720

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
129,735

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
177,522

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
141,495

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
311,471

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,150

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
8,900

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
5,630

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
54,800

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,954

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
682,574

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
104,865

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
57,850

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
159,520

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,980

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,868,061
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人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
143,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
494,730

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
153,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
106,679

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,514,242

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,583,447

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,493,014

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,479,104

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
22,118,390

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,593,875

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,303,575

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,260,860

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,051,339

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,735,879

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,761,657

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,905,875

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,459,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,183,142

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,236,814

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,860,789

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,753,782

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,333,521

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,475,577

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
1,924,244

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
2,303,417

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,065,718

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,233,906

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
4,004,597

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年９月　給与の支給について
3,074,607

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
871,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
53,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
66,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
71,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
32,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
74,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
59,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
106,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
65,157

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
40,900
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人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
38,100

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
33,300

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
104,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
31,600

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
111,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
244,185

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
3,576,122

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
240,705

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
248,910

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
200,085

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
362,745

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
274,965

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
291,060

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
191,640

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
186,132

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
279,390

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
324,735

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
248,418

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
475,275

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
516,766

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
299,153

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
538,048

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
277,305

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
305,430

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
233,565

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
398,949

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
514,275

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
631,325

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
481,745

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年９月　給与の支給について
362,430

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年９月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
1,147,237

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
64,900

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
286,720

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
11,345

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
82,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
150,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
62,200

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
226,120

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
31,910
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人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
77,330

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年９月　給与の支給について
56,930

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年９月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
494,400

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年９月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
181,025

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
950,157

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,872

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,108

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
112

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
415,444

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
627,049

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,442

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
40,261

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,782

人事室 管理課 平成27年09月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年９月分臨時職員等の報酬等の支給について
240

人事室 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入（継続）にかかる経費の支出について（８月分）
1,766,880

人事室 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
40,262

人事室 管理課 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（８月分）
215,956

人事室 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　後納受取人払料金の支出について（８月分）
1,730

人事室 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　後納郵便料料金の支出について（８月分）
74,821

人事室 管理課 平成27年09月24日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムソフトウェア借入（継続）経費にかかる支出について（８月分）
51,840

人事室 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理用　市内出張交通費の支出について（８月分）
12,518

人事室 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（８月分）
12,096

人事室 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（８月分）
1,728

人事室 管理課 平成27年09月25日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 給与戻入金の未収金にかかる法的措置所要経費（仮執行宣言付支払督促）の支出について（元環境局職員分）
1,226

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
7,516,834

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
35,272

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
142,606,229
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人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
594,794

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年８月分厚生年金・健康保険料の納付について（事業主負担金端数調整分）
1,673

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（８月分）
57,763

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理用　電気料金（光熱費）の支出について（８月分）
626,298

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（８月分）
131,602

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（８月分）
94,762

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
50,413,138

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
894,892

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
41,939,199

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
1,216,892

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
905,671,572

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
4,940,501

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
26,070,215

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
38,212

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
210,595,356

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
2,723,712

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
49,628,532

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
67,605

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
413,626

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
15,988,075

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
146,181,965

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
135,210

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
158,257,967

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
437,965

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
351,847,722

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
758,354

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
473,342,478

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
1,129,104

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
87,893,530

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
188,118

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
329,096,650

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
3,088,503

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
58,448,772

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
54,225,657

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
202,815

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
724,847,806

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
1,654,854

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
148,525,312

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
691,413

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
41,844,036

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
28,366,081

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
233,412

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
5,940,780

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
30,593,473

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
70,544

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
1,011,351

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
3,308,418

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
1,582,126
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人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
444,943

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
1,009,354

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
1,194,847

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
192,158

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
36,910,461

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
2,819,657

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
28,441,516

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
32,333

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
5,814,692

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
508,069

人事室 管理課 平成27年09月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
10,901,160

人事室 管理課 平成27年09月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
2,785,209

人事室 管理課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
79,263,015

人事室 管理課 平成27年09月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
784,430

人事室 管理課 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
18,794,355

人事室 管理課 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
64,666

人事室 管理課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
13,786,322

人事室 管理課 平成27年09月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
32,333

人事室 管理課 平成27年09月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
508,273

人事室 管理課 平成27年09月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
2,190,894

人事室 管理課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年９月払　共済費事業主負担金の支出について
51,980,989

人事室 管理課 平成27年09月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２７年８月分厚生年金健康保険料の納付について
96,999

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成27年度全国市町村国際文化研修所「公共政策エッセンス講座 ～政策の立案～」研修への職員派遣にかかる経費の支出について（派遣・委託研修用）
797

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度全国市町村国際文化研修所「公共政策エッセンス講座 ～政策の立案～」研修への職員派遣にかかる経費の支出について（派遣・委託研修用）
8,250

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月10日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 派遣・委託研修用　「平成27年度これからの公共のあり方～国際比較の視点から～（国内、海外）」の受講に関する経費について
914,100

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成27年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品の購入にかかる経費の支出について（ＹＰフェイスカバー　１組１００枚入り）
3,640

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月11日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
345

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成27年度特別指導研修に係る委託料の支出について（人事管理事業用）
2,319,840

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 平成27年度 特別指導研修業務委託の実施にかかる経費の支出について（人事管理事業用）
578,880

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度まちづくり研修に係る講師謝礼金の支出について（第１回中間払い）専門研修用
42,520

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成27年度広域職員研修「政策形成能力研修」への職員派遣にかかる旅費の支出について（専門研修用）
1,340

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（８月分）
146,087

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（８月分）
6,259

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月18日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（８月分）
44,076

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成27年度管理監督者研修に係る委託料の支出について（階層別研修用）
1,691,280

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成27年度管理監督者研修に係る委託料の支出について（階層別研修用）
1,117,800

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成27年度管理監督者研修に係る委託料の支出について（階層別研修用）
3,348,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月25日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費支出について（８月分）一般事務用
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
123,873

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
550,827

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
211,025

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
47,758

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
459,851

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成27年８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
468,497

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（８月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度 採用２年目研修にかかる講師謝礼金の支出について（階層別研修用）
492,000

人事室 職員人材開発センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（８月分）
6,372
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人事室 職員人材開発センター 平成27年09月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話（ひかり）回線使用料の支出について（８月分）
12,916

経済戦略局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　地方自治法関係実務事典外６点の購入にかかる経費の支出について（第１四半期分）
12,427

経済戦略局 総務課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　地方自治関係実例判例集外２点の購入にかかる経費の支出について（第１四半期分）
70,956

経済戦略局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成27年度第２回大阪市公立大学評価委員会（８月18日）の開催にかかる経費の支出について
96,040

経済戦略局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成27年度第２回大阪市公立大学評価委員会（８月18日）の開催にかかる経費の支出について
3,860

経済戦略局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（７月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年09月11日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立大学における庁内情報ネットワーク回線の敷設にかかる経費の支出について
93,960

経済戦略局 総務課 平成27年09月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、８月分）の支出について
11,837

経済戦略局 総務課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　建設物価の購入経費の支出について（平成27年4～9月分）
19,140

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,555

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,110

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,064

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,728

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
246

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,712

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,636

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,705

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
899

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
100

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,322

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
230

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,557

経済戦略局 総務課 平成27年09月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
300

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（８月分）
2,702

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（8月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報等利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（再リース）にかかる支出について（8月分）
46,602

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる支出について（8月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（８月分）
540

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（８月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（8月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（８月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（8月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１０月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（９月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１０月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（８月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（８月分）
3,890

経済戦略局 総務課 平成27年09月28日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　筆耕翻訳料 各種審議会等議事録作成業務委託にかかる経費の支出について（第２回公立大学法人評価委員会（平成27年８月18日）開催分）
31,590

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成27年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
16,840

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（７月分）
246,618

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（７月分）
4,305

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（８月分）
206,651

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（８月分）
6,719

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（８月分）
112,741

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（８月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（８月分）の支出について
105,999

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130
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経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（８月分）
80,553

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（７月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（７月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（８月分）
2,766

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
63,037

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
8,789

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（８月分）
43,630

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（７月分）
9,938

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
3,019

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
246

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
49,758

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（９月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
13,447

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
830

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
4,481

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
3,631

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
8,680

経済戦略局 総務課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（８月分）
2,848

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 備品購入費　機械器具費 南港中央野球場用パワーアンプ買入の支出について
367,200

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第１四半期分）の支出について
4,865,346

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（真田山プール等）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第１四半期分）の支出について
1,819,491

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる７月分の支出について
7,692

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる７月分の支出について
18,611

経済戦略局 施設整備課 平成27年09月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる７月分の支出について
57,982

経済戦略局 企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 大阪市プレミアム付商品券発行管理運営業務委託に係る委託料の支出について（本市プレミアム負担分の一部）
1,540,374,000

経済戦略局 企画課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託にかかる支出について（平成27年8月分）
194,400

経済戦略局 観光課 平成27年09月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代（平成27年7月2日～8月5日使用分）の支出について
7,360

経済戦略局 観光課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 水と光のまちづくり推進事業にかかる経費の支出について（第１回目）
18,250,000

経済戦略局 観光課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　太閤なにわの夢募金実行委員会の分担金の支出について
4,369,780

経済戦略局 観光課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（８月分）の支出について
4,420

経済戦略局 観光課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（８月分）
3,890

経済戦略局 観光課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（８月分）の支出について
502

経済戦略局 観光課 平成27年09月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（８月分）の支出について
11,458

経済戦略局 観光課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（８月分）
19,816

経済戦略局 観光課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
884

経済戦略局 文化課 平成27年09月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（８月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成27年09月03日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成27年度大阪新美術館建設準備室研究資料用海外雑誌購入経費の支出について（８月分）
62,532

経済戦略局 文化課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
28,206

経済戦略局 文化課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成交付にかかる補助金の支出について
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（真紅組プロデュース）
100,000

経済戦略局 文化課 平成27年09月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 大阪新美術館整備有識者会議にかかる報償金の支出について（平成27年8月12日開催分）
172,053

経済戦略局 文化課 平成27年09月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 文楽を特色とする地域魅力創出事業　第１回有識者会議会場使用料の支出について
20,840

経済戦略局 文化課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 旅費　普通旅費 博物館施設担当用　和歌山県立近代美術館への管外出張旅費の支出について（平成27年8月25日実施分）
2,180

経済戦略局 文化課 平成27年09月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 需用費　建物修繕料 博物館施設改修事業用　大阪市立美術館北館縦管等修繕経費の支出について
324,000

経済戦略局 文化課 平成27年09月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託（長期継続）にかかる支出について（平成27年７月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年09月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　文化庁への管外出張経費の支出について（平成27年8月31日実施分）
59,280

経済戦略局 文化課 平成27年09月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 文楽を特色とする地域魅力創出事業　第１回有識者会議にかかる報償金の支出について（平成27年8月18日実施分）
66,992
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経済戦略局 文化課 平成27年09月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 平成27年度美術品運搬等業務委託にかかる支出について
1,087,692

経済戦略局 文化課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（８月分）
891

経済戦略局 文化課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（８月分）
1,539

経済戦略局 文化課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（８月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成27年09月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 公募型プロポーザル方式有識者会議開催にかかる報償金の支出について（平成27年８月25日実施分）
33,473

経済戦略局 文化課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託料の支出について（8月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成27年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託料の支出について（8月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室収蔵品管理システムサービス提供業務委託料の支出について（8月分）
32,400

経済戦略局 文化課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪新美術館建設準備室美術作品等管理・学術研究事務用パソコン一式借入経費の支出について（8月分）
15,249

経済戦略局 文化課 平成27年09月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 アートフォーラム「<こどもとアート>の現場を考える」開催にかかる報償金の支出について（平成27年8月26日・29日実施分）
120,610

経済戦略局 文化課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 「平成２７年度三好達治賞事業」の経費の支出について
3,500,000

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
645

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
592

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,640

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（８月分）の支出について
139,251

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 滋賀県庁への管外出張経費の支出について（平成27年9月9日実施分）
4,260

経済戦略局 文化課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　第２回大阪新美術館整備有識者会議への管外出張経費の支出について（平成27年９月７日実施分）
55,680

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（７月分）
27,084

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成27年度　企業誘致施策等推進にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
39,110

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 第４回関西圏国家戦略特別区域会議への参加にかかる出張経費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 「国家戦略特区」事業の視察・実施状況調査にかかる出張経費の支出について
29,480

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成27年度　企業誘致施策等推進にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
39,110

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（８月分）
68,804

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（８月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料に係る支出について（ビジネスサポートオフィス）（１０月分）
1,017,960

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（８月分）
29,911

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 平成27年度　統合型リゾート関連調査にかかる職員の東京出張経費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進担当（特区）業務用　市内出張等交通費の支出について（平成27年6月分）
18,460

経済戦略局 立地推進担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 立地推進担当（特区）業務用　市内出張等交通費の支出について（平成27年7月分）
11,980

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 第１回クリエイティブ産業支援事業検討会議の開催にかかる報償金の支出について（平成27年７月31日実施分）
47,360

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（９月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
5,322

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成27年8月分）の支出について
60,850

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
18,406,440

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年９月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
16,825,142

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月07日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成27年７月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
4,869

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 ベンチャー政策カンファレンス2015-ベンチャー政策最前線、地方創生の実現に向けて-にかかる管外出張経費の支出について
29,300

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月17日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 イノベーション・ジャパン2015にかかる管外出張経費の支出について
29,958

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成27年8月分）
271,958

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年10月分）
2,982,504

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）に係る賃借料の支出について（平成27年10月分）
210,000

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 平成27年度第2回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会委員への報償金の支出について
66,612

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 平成27年度第2回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会における専門家への意見聴取に対する報償金の支出について
26,596

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（８月分）の支出について
19,520
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経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成27年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託の実施に係る経費の支出について（平成27年８月分）
88,560

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（９月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 イタリア共和国ミラノ市への海外出張にかかる特別旅費の支出について（ミラノ万博出展対応分）
893,870

経済戦略局 国際担当 平成27年09月01日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 上海市友好都市代表団歓迎会の実施にかかる経費の支出について（8月3日）
35,640

経済戦略局 国際担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付対象事業選考会にかかる委員報償金の支出について（２次募集分）
20,447

経済戦略局 国際担当 平成27年09月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 イタリア共和国ミラノ市ならびにヴェネツィア市への海外出張にかかる特別旅費の支出について
2,119,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 ミラノ国際博覧会出展業務にかかる現地経費の支出について
60,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 ミラノ国際博覧会出展業務にかかる現地経費の支出について
14,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 イタリア共和国ミラノ市ならびにヴェネツィア市への海外出張にかかる現地支払経費の支出について
640,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 イタリア共和国ミラノ市ならびにヴェネツィア市への海外出張にかかる現地支払経費の支出について
140,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 ミラノ国際博覧会出展業務にかかる現地経費の支出について
220,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 イタリア共和国ミラノ市ならびにヴェネツィア市への海外出張中における日伊逐次通訳経費の支出について
485,800

経済戦略局 国際担当 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 イタリア共和国ミラノ市ならびにヴェネツィア市への海外出張にかかる現地支払経費の支出について
200,000

経済戦略局 国際担当 平成27年09月10日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成27年6月分）
38,386

経済戦略局 国際担当 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報償費　報償金 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付対象事業選考会にかかる委員報償金の支出について（２次募集分）
20,787

経済戦略局 国際担当 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）および国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（８月分）
4,038

経済戦略局 国際担当 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張経費の支出について
87,690

経済戦略局 国際担当 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 大阪・ミラノ姉妹都市提携35周年記念市旗バッジの購入経費の支出について
147,420

経済戦略局 国際担当 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成27年10月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費８月分の支出について
22,800

経済戦略局 国際担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張命令及び同経費の支出について
28,840

経済戦略局 国際担当 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費８月分の支出について
8,504

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月04日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 もと大阪皮革産業会館電話代（平成27年８月分）の支出について
2,702

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月10日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 住吉商業施設（９号館）に係る賃料鑑定評価業務委託料の支出について
486,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会議事録作成業務委託の支出について（平成27年8月4日開催分）
29,484

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 需用費　消耗品費 経営所得安定対策事業用　住宅地図（Ａ４判）の購入経費の支出について
45,792

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度地域商業活性化推進事業業務委託有識者会議委員報償金の支出について（平成27年5月26日開催）
60,684

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度地域商業活性化推進事業業務委託有識者会議委員報償金の支出について（平成27年4月17日開催）
60,064

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月11日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度商業魅力向上事業有識者会議委員報償金の支出について（平成27年7月27日開催）
81,072

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 単管バリケード外21点の買入にかかる支出について
241,812

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年６月分）
10,975

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月17日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年６月分）
2,280

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市大規模小売店舗立地審議会議事録作成業務委託の支出について（平成27年７月23日開催分）
6,318

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度第1回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
115,248

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　費用弁償 平成27年度第1回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
4,660

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと大阪皮革産業会館電気料金の支出について（平成27年８月分）
93,513

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 もとゆとり健康創造館グリルシャッター修繕にかかる経費の支出について
97,200

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月18日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 出城東工場アパートシャッター修繕にかかる経費の支出について
23,760

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成27年7月分）
27,291

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２７年７月23日分）
153,664

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会用　委員報酬の支出について（平成２７年７月23日分）
12,040

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成27年7月分）
430

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 需用費　消耗品費 都市計画縦覧図面用インクタンクの購入に係る経費の支出について
68,526

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月24日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 土地・建物賃貸借契約にかかる弁護士相談業務の経費の支出について
511

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月25日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 充電式LEDスタンドライトの購入にかかる経費の支出について
10,800

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（平成27年8月分）
3,890

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと大阪皮革産業会館機械警備業務委託における委託料の支出について（平成27年８月分）
48,600

経済戦略局 地域産業課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（７月～９月分）
4,989,377
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経済戦略局 地域産業課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 本庄小売市場水道管取替修繕にかかる支出について
89,208

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費の支出について（６月分）
14,179

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　特別旅費 平成27年度後期一般計量教習受講にかかる出張経費の支出について
182,560

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（７月分）
3,260

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　印刷製本費 計量検査所啓発用　計量フェスタ（第４回「はかる」シンポジウム）にかかる周知ビラの支出について
34,560

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
22,910

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（８月分）
3,155

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（８月分）
6,062

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月18日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（７月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２７年８月分）
189,585

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（８月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　船車修繕料 平成27年度中型衡器検査車の点検整備にかかる経費の支出について
30,240

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（８月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（８月分）
1,107

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２７年７月分）
14,116

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　日本標準産業分類平成２５年１０月改定ほか１点の購入経費の支出について
4,563

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 備品購入費　図書購入費 企業支援課事務用　日本標準産業分類平成２５年１０月改定ほか１点の購入経費の支出について
4,671

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(７月分)の支出について
12,684

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　後納郵便利用料の支出について（平成27年８月分）
764

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 ファンドへの出資事業にかかる中小機構との意見交換への出張旅費の支出について（平成２７年９月２日実施分）
58,340

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年8月7日　東淀川区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年8月　生野区）
22,800

経済戦略局 企業支援課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談窓口への専門家の派遣）にかかる所要経費の支出について（平成27年8月25日　東淀川区）
11,400

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪府柔道連盟）
277,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月03日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 平成27年度　第２回大阪市公園・スポーツ施設・駐車場指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成27年８月６日実施分）
65,012

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市弓道協会）
63,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度市長杯市民ソフトバレーボール大会にかかる分担金の支出について
450,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月04日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度市長杯市民ゲートボール大会にかかる分担金の支出について
200,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　印刷製本費 オータム・チャレンジ・スポーツ2015実施にかかる広報用ポスター及びリーフレットの作成にかかる支出について
360,720

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　損害保険料 オータム・チャレンジ・スポーツ2015開催にかかる参加者に対する保険（レジャー・サービス施設費用保険）（その２）の支出について
135,150

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月11日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（7月分）
801,306

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月11日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（7月分）
326,166

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月11日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（7月分）
1,128

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる運用管理業務委託（平成27年4月～6月）にかかる委託料の支出について（変更）
6,692,288

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる運用管理業務委託（平成27年4月～6月）にかかる委託料の支出について（変更）
2,510,346

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる運用管理業務委託（平成27年4月～6月）にかかる委託料の支出について（変更）
8,686

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 負担金、補助及交付金　分担金 競技スポーツ事業用　第10回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会にかかる分担金の支出について
4,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成27年度大阪市スポーツ推進委員研修会実施にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月25日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（９月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（8月分）
380,376

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度市長杯各区対抗軟式野球大会にかかる分担金の支出について
320,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（8月分）
45,521

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（8月分）
3,014

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　手数料 平成27年度大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる金融機関口座振替手数料立替払いについての支出について（4月から6月分）
225,233

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成27年度ウオーキングイベント企画運営業務委託にかかる経費の支出について（1回目：4～7月実施分/3回払い）
2,836,470

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成27年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
79,362

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市スポーツ推進委員研修会の会場使用料の支出について
18,200

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度 スポーツ施設予約システムに係る機器4機種借入（再リース）にかかる使用料の支出について（８月分）
4,104
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経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　修道館及び大阪城弓道場管理業務代行料の支出について（８月分）
5,702,659

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月9日実施：阪南小学校）
35,440

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月6日実施：十三中学校）
49,740

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月3日実施：高殿小学校・苅田南小学校）
69,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月10日：大東小学校、9月11日：海老江西小学校）
69,660

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月9日実施：北鶴橋小学校）
48,540

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（平成27年9月2日実施：日東小学校外2校）
105,320

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 負担金、補助及交付金　分担金 競技スポーツ用　大阪市長杯2015世界スーパージュニアテニス選手権大会にかかる分担金の支出について
17,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
100,717

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（８月分）支出について
359,051

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（８月分）の支出について
106,619

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（8月分）
2,033,546

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の継続支出について（8月分）
801,306

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（10月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（８月分）支出について
82,858

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（8月分）
767,505

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の継続支出について（8月分）
326,165

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（８月分）支出について
9,206

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（8月分）
2,629

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の継続支出について（8月分）
1,129

経済戦略局 スポーツ課 平成27年09月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
1,380

経済戦略局 南港市場 平成27年09月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 施設整備基本計画策定用他市場の視察のための出張にともなう旅費の支出について
110,560

経済戦略局 南港市場 平成27年09月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用大動物皮剥機部品外９点購入経費の支出について
993,600

経済戦略局 南港市場 平成27年09月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場緑地帯除草業務委託経費の支出について
480,600

経済戦略局 南港市場 平成27年09月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
13,212

経済戦略局 南港市場 平成27年09月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用平成２７年度塩化第２鉄上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（８月分）
380,521

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用胸付前掛の購入経費（概算契約）の支出について（第1回）
268,920

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理業務委託経費の支出について（８月分）
337,608

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（8月分）
472,500

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（8月分
4,875,120

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託費の支出について（8月分）
4,082,400

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（８月分）
3,243,240

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（８月分）
1,240,920

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（8月分）
343,799

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成27年度大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託経費の支出について（８月分）
347,868

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（８月分）
29,823

経済戦略局 南港市場 平成27年09月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（８月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成27年09月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第２四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（８月分）
18,047

経済戦略局 南港市場 平成27年09月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成27年度大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託経費の支出について（８月分）
448,200

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（８月分）
10,740

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（８月分）
486,734

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（８月分）
8,144,794

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室技術作業員現場詰所その他空調設備修繕の支出について
513,000

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託の経費の支出について（８月分）
706,320

経済戦略局 南港市場 平成27年09月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続の経費の支出について（８月分）
3,121,938

経済戦略局 南港市場 平成27年09月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（８月分）
1,336,500
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経済戦略局 南港市場 平成27年09月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（８月分）
22,363

経済戦略局 南港市場 平成27年09月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用追録購入経費の支出について
6,458

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（8月分）
202,500

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（８月分）
15,118,144

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（8月分）
231,261

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第5回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（第5回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（8月分）
381,542

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（8月分）
876,500

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月分）
1,406,160

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（8月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（8月分）
1,200,960

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（8月分）
3,926,977

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月分）
2,747,002

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（8月分）
1,056,801

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（８月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成27年09月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成26年度分消費税確定納付の支出について
11,712,300


